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適用

D-168、D-161、D-135、D-129、D-124、D-119、D-108、D-102、D-94

フォルダ構成

D-165、D-162、D-148、D-143、D-130、D-127、D-116、D-112、D-75、D-64、D-56、
D-44、D-42、D-33、D-28、D-7、CA-274、CH-208

管理ファイル

D-178、D-176、D-175、D-172、D-171、D-166、D-163、D-158、D-151、D-150、D-136、
D-132、D-128、D-113、D-87、D-83、D-81、D-76、D-45、D-14、D-13、D-12、D-11、
D-10、D-9、D-8、D-7、D-6、D-5、D-4、D-3、D-2、D-1、CH-217、CH-216、CH-167、
A-132、A-131、A-129

ファイル形式

D-179、D-137、D-109、D-101、D-88、D-82、D-74、D-60、D-56、D-53、D-50、D-49、
D-36、D-34、D-25、D-3、D-2、D-1

ファイル命名規則

D-164、D-111、D-103、D-66、D-62、D-61、D-57、D-51、D-48、D-43、D-37、D-29

電子媒体

D-138、D-118、D-114、D-104、D-89、D-69、C-100、C-99

小分類目次
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ウィルス対策

該当するデータがありません

使用文字

D-169、D-155、D-154、D-153、D-152、D-144、D-125、D-108、D-106、D-99、D-98、
D-96、D-77、D-25、D-24、D-23、D-22、D-21、D-20、D-19、D-18、D-17、D-16、D-15、
A-128、A-23

各資料の取り扱い

D-177、D-157、D-139、D-122、D-121、D-117、D-94、D-86、D-84、D-43、D-42、D-41、
D-40、D-39、D-38、D-37、D-36、D-35、D-34、D-33、D-32、D-31、D-30、D-29、
D-28、D-27、D-26

PDFファイル

D-180、D-170、D-159、D-156、D-149、D-147、D-141、D-140、D-134、D-133、D-123、
D-121、D-120、D-105、D-98、D-95、D-92、D-91、D-90、D-86、D-85、D-84、D-80、
D-79、D-78、D-72、D-70、D-67、D-65、D-59、D-58、D-54、D-50、D-47、D-30、
D-16、SU-127、CH-177

運用他

D-167、D-162、D-160、D-145、D-142、D-128、D-126、D-114、D-107、D-101、D-97、
D-93、D-73、D-71、D-68、D-63、D-55、D-52、D-46、D-24、D-23、A-127
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D-1 業務管理ファイルでTECRISと関係した管理項目の使用文字は、TECRISの規則に準じ
ればよいのでしょうか。

　▶▶▶ TECRIS に係わる管理項目で使用できる文字は、TECRIS の使用文字規則に基づいて各
管理項目に記入してください。（H15.6.2）

D-2 TECRISのデータから業務管理ファイルでTECRISと関係した管理項目にデータを取り込
んだ際、全角英数字を半角英数字に変換しないといけないのでしょうか。

　▶▶▶ 全角英数文字から半角英数文字への変換は義務付けていません。（H15.6.2）

D-3 要領（案）[H13.8]P78「表 1TECRIS 特殊記号一覧」は文字コード表でないため、どの
ようにコードを判断すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 業務管理ファイルにおける使用可能・不可の文字については、「電子納品チェックシステム」
を利用することにより、確認することができますのでご利用ください。（H17.2.18）

D-4 TECRIS 登録の対象外の業務についても業務管理ファイルのTECRISに関係した管理項
目へ記入しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ TECRIS 登録の対象に関係なく、業務管理ファイルの必須記入項目については必ず記入
してください。（H15.6.2）

D-5 業務管理ファイルの [TECRIS 登録番号 ] は必須記入ですが、TECRIS 登録番号がない
業務はどのように対処したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ TECRIS 未登録業務は、業務管理ファイルの [TECRIS 登録番号 ] に「0」を記入してく
ださい。（H15.6.2）

D-6 各管理ファイルのデータ長に関し、[ソフトウェア名 ]や [ソフトウェアメーカ名 ]などの項
目に記入する場合、文字数が 64 となっていますが、1バイトで 64文字、または 2バイト
で 64文字のどちらになるのでしょうか。

　▶▶▶ 各管理ファイルのデータ表現に「全角文字」が含まれているものはすべて 1文字 2 バイト
になります。上記の管理項目は 2 バイトで 64文字以内で記入してください。（H15.6.2）

D-7 格納するファイルが無いフォルダには管理ファイルは格納しないことになっていますが、
DTDファイルも格納してはいけないのでしょうか。

　▶▶▶ DTDファイルも格納しないでください。（H15.6.2）

D-8 業務管理ファイルの [受注者コード ] には何を記入するのでしょうか。
　▶▶▶ [ 受注者コード ] には、（財）日本建設情報総合センターの TECRISセンターが管理してい

るコードを記入します。コードを持たない受注者は、業務管理ファイルの [ 受注者コード ]
に「0」を記入してください。（H15.6.2）

D-9 業務管理ファイルの [TECRIS登録番号 ]と [ 設計書コード ] は異なるコードなのでしょう
か。

　▶▶▶ [TECRIS 登録番号 ]と [ 設計書コード ] は異なったコード番号です。
 前者は、（財）日本建設情報総合センターの TECRISセンターが発行する番号です。
 後者は、各発注機関において発行される業務を対象とした番号です。（H16.2.10）
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D-10 調査した範囲がKP0.0 ～KP12.0だったのですが、業務管理ファイルの [場所情報 ]には、
どのように記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ [ 場所情報 ] には次のように記入してください。
  起点側距離標 -n:000
  起点側距離標 -m:000
  終点側距離標 -n:012
  終点側距離標 -m:000

 （H15.6.2）

D-11 テキストエディタやブラウザでDTDファイルを閲覧しようとすると文字化けします。
　▶▶▶ DTDファイルは、一般的なワープロソフトでは閲覧することが可能です。DTDファイルの

文字符号化方式はUnicode形式としています。各 OS に標準インストールされているソフ
トウェア（テキストエディタ等）で DTDファイルを閲覧する場合、文字化けが発生するこ
とがあります。また、各 OS によって Unicode形式の文字符号化形式に対応しているソフ
トウェアも異なります。（H15.6.2）

D-12 業務対象が離れた地点に数箇所点在、または広域の場合、業務管理ファイルの [場所情報 ]
にはどのように記入すればよいのでしょうか。代表的な地点の場所情報を記入すればよいの
でしょうか。

　▶▶▶ 受発注者で協議し、[ 場所情報 ] を業務範囲全体とするか代表地点とするか決定してく
ださい。業務範囲の外側境界を緯度経度で示す境界座標を用いることが望ましいです。

（H15.6.2）

D-13 報告書表紙が次のような場合、報告書管理ファイルの [報告書名 ]、[ 報告書副題 ]、[ 設
計項目 ]、[ 成果品項目 ] に何を記入すればよいでしょうか。

 ・平成 14 年度○○○○橋梁設計業務
 ・○○郡○○村 ○○～○○地先
 ・計画概要書

　▶▶▶ 報告書管理ファイルの [ 報告書ファイル情報 ] のカテゴリは、報告書の数分を繰り返し登
録することができます。各管理項目の記入内容の詳細については、受発注者で協議し、
決定するようにしてください。

 上記の場合、成果品が計画概要書のみと限定すると、管理項目の記入例としては次のと
おりとなることが考えられます。

 報告書名 : 平成 14 年度○○○○橋梁設計業務○○群○○村 ○○～○○地先
 報告書副題 : 計画概要書

 （H15.6.2）

D-14 業務管理ファイルの [住所コード ]と [住所 ] は、1対なのでしょうか。
　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] では、[ 住所コード ]と [ 住所 ] は 1 対です。複数記入する際は、両項

目が 1 対になるように記入順序に留意する必要があります。
 【複数記入する場合の例】

 ------------------------------
 住所コード      住 所
 ---------+--------------------
 13103 東京都港区○○△1丁目2 番地
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 13104 東京都新宿区○○△1丁目2 番地
 ---------+--------------------
 XML 記入は次のようになります。
 -------------------------------
 < 住所コード >13103</住所コード >
 < 住所コード >13104</住所コード >
 < 住所 >東京都港区○○△1丁目2 番地</住所 >
 < 住所 >東京都新宿区○○△1丁目2 番地</住所 >
 -------------------------------

 （H17.2.18）

D-15 機種依存文字は絶対に使用できないのでしょうか。
　▶▶▶ 機種依存文字を使用せざるを得ないときは、受発注者協議の上で、オリジナルファイル

に機種依存文字を使用、またはイメージデータとして文字を埋め込むことができます。
（H15.6.2）

D-16 P76[ 付属資料 5報告書ファイルのPDF形式への変換について ] によると特殊フォントは
用いないとなっていますが、MSP明朝、MSPゴシックなどの日本語プロポーショナルフォ
ントのことを指しているのでしょうか。

　▶▶▶ オリジナルファイルの見読性の確保および PDFファイルによる体裁の崩れを防ぐため、一
般的ではないフォントや日本語プロポーショナルフォントは用いないようにしてください。

（H15.6.2）

D-17 ソフトウェアの付録や有償のフォントを使用してもよいのでしょうか。
　▶▶▶ 一般的に利用されているフォントを使用してください。（H15.6.2）

D-18 管理ファイルとファイル名には使用文字の規定があるが、オリジナルファイルには規定がな
いと聞きましたが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] では、オリジナルファイルにおいても規定が設けられています。また、
要領（案）[H16.6] においては、使用文字の規定は管理ファイルを対象としていますが、オ
リジナルファイルにおいても可能な限り準じることが望ましいです。（H17.2.18）

D-19 ギリシャ文字、ギリシャ数字は使用できるのでしょうか。例えば、「絶滅危惧 II 類」の場合、
ラテン文字の Iを2つ並べて「II」とすることが考えられますが、報告書の誤記載にならな
いでしょうか。

　▶▶▶ ギリシャ文字は使用することができます。
 ギリシャ数字は、機種依存文字なので使用禁止です。しかし、ラテン文字（A～Z、a～ z）

を使用して表現できます。
 特殊文字の使用がやむを得ない場合は、受発注者で協議し、表現方法（例 : オリジナルファ

イルにイメージデータとして埋め込む）を決定してください。（H15.6.2）

D-20 JISX0208とJISX0201で重複していて使用できる記号は全角・半角どちらの文字を使用
しても良いのでしょうか。

 例） 「,（コンマ）」 「.（ピリオド）」 「:（コロン）」 「;（セミコロン）」 「（） （丸括弧）」 など
　▶▶▶ 例示の記号は、全角・半角のどちらの文字を使用しても結構ですが、半角文字を使用す

るようにしてください。（H15.6.2）
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D-21 123 の丸数字は使用頻度が高いので特例として使用を認めてはいかがでしょうか。
　▶▶▶ 丸数字が使用できないコンピュータ環境は稀ですが、電子成果物は長年保管され、利

活用されます。このため、データの永続性を確保する必要があります。機種依存文字は
データの永続性を確保するのに支障を来すこと可能性があるため使用禁止としています。

（H15.6.2）

D-22 数式の「≒」はよく使用しますが、これは使用禁止文字なのでしょうか。
　▶▶▶ JIS X 0208 に割り当てられている「≒」は使用できますが、Windows 系 OS のシステム

外字の「≒」は機種依存文字なので使用禁止文字になります。一般的に使用している日本
語入力システムでは、「きごう」と入力して変換した「≒」は使用可の文字です。（H15.6.2）

D-23 「≪≫（二重山括弧）」「≦（より小さいか又は等しい）」「≧（より大きいか又は等しい）」「×
（乗算記号）」の記号は、JISX0208で規定されていてJISX0201では規定されていませんが、
半角文字でないといけないのでしょうか。

　▶▶▶ 上記の記号については、全角文字による使用となります。（H15.6.2）

D-24 使用文字が掲載されている文献はありますでしょうか。
　▶▶▶ 日本規格協会発行のJISX0201および JISX0208 の規格書があります。（H15.6.2）

D-25 自社開発ソフトウェアで報告書を作成すると使用禁止文字が含まれていることがあります。
プログラムを修正する必要性があるのでしょうか。

　▶▶▶ 報告書の作成においては、要領（案）で定義している使用文字に準拠してください。
（H15.6.2）

D-26 複数の図表を1つのファイルで作成し、報告書の一部として利用します。その際、報告書
管理ファイルで、報告書ファイルとオリジナルファイルを関連づけます。報告書ファイルが
複数になる場合、各報告書と図表のオリジナルファイルとの関連づけの方法はどのように行
えばよいでしょうか。

 報告書ファイルが REPOPT01.PDF、REPOPT02.PDFで、両方のファイルにオリジ
ナルファイルGRAPH.ABCが使われていた場合、関連づけるオリジナルファイル名は
REP01_01.ABC、REP02_01.ABCとなりますが、オリジナルファイルの内容は次のどち
らにすればよいでしょうか。

（1） 1対 1対応のオリジナルファイルを作成 : 各報告書ファイルに使用したグラフのみ
を保存した図表のオリジナルファイルに編集し、REP01_01.ABC、REP02_01.
ABCとする。

（2） コ ピーファイル を 作 成 :GRAPH.ABC を 複 製 し、REPOPT01.PDF、
REPOPT02.PDFとする。

　▶▶▶ （1）が望ましい形式ですが、利用条件によって、ファイルの関連づけの方法が異なること
が想定されますので、各条件でとれる最善策を検討して対応してください。また、受発注
者で協議し、関連づけの取り扱いを決定してください。

 補足ですが、ワープロソフト等で報告書を作成する際、報告書オリジナルファイルに貼り
付ける図表については、再利用性を考慮して、オブジェクト形式（報告書オリジナルファイ
ル上で加工できる形式）で貼り付けることが望ましいです。（H15.6.2）
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D-27 報告書オリジナルファイルは、全頁のオリジナルファイルが必要なのでしょうか。
　▶▶▶ 報告書オリジナルファイルは、全頁のオリジナルファイルが必要です。ただし、電子化が

困難な資料については、受発注者で協議し、電子化の有無を決定してください。（H15.6.2）

D-28 写真は報告書に貼付する方がよいものもありますが、デジタル写真管理情報基準（案）に
基づいて[PHOTO]フォルダにデータを格納した方がよいのでしょうか。（CAD図面も同様）

　▶▶▶ 設計図書に規定する写真のうち、写真帳として納品する写真の電子データファイルについ
ては、[PHOTO]フォルダに格納してください。これ以外は [REPORT]フォルダに格納し
てください。また、CAD 図面についてもCAD 製図基準（案）に従い、[DRAWING]フォ
ルダに格納してください。（H15.6.2）

D-29 報告書ファイル（PDFファイル）における「章」は、見出しレベルでいうといくつになるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 各報告書の構成によって、「章」の見出しレベルが異なりますが、一般的に「章」は見出
しレベル1に対応することが多いです。（H15.6.2）

D-30 報告書に入れる図面の大きさが PDF変換できないような大きな図面の場合はどのように対
応すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 特殊な図面サイズで PDFファイルの作成が困難な場合は、受発注者で協議し、対処方法
を決定してください。（H15.6.2）

D-31 報告書用紙の大きさがA3、またはA4 横の場合はどのように対応すればよいでしょうか。
　▶▶▶ 報告書の用紙は、A4 縦を標準としていますが、図表等のレイアウトによっては A4 横、

A3 を用いることも想定されます。これらの用紙の利用にあたっての問題は特にないので
A4 横、A3をご利用ください。（H15.6.2）

D-32 押印した打合せ簿を電子化する必要はあるのでしょうか。また、押印のない打合せ簿はオ
リジナルファイルで提出したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 押印した打合せ簿はイメージデータで取り込み（例 :PDF 形式）、必要が有れば報告書中
に入れるなど、その経緯を残すことが望ましいです。なお、公印が必要な打合せ簿は、
受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。

 オリジナルファイルについては、受発注者で協議し、ORGフォルダに格納するか決定して
ください。その際、現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）を参考に
してください。（H15.6.2）

D-33 上流業務成果の測量のデータを発注者から受け取った場合、成果品として電子媒体にデー
タを格納しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体に格納するデータ（電子納品するデータ）については、事前に受発注者で協議し、
決定してください。具体的な協議項目については、現場における電子納品に関する事前協
議ガイドライン（案）を参照ください。（H15.6.2）
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D-34 次の成果品は、PDFファイルで納品してもよいのでしょうか。
（1）補修設計向けの土量計算書
（2）補修設計向けの平面図、縦断図、横断図
（3）補修終了後の平坦性測定試験報告書

 要領（案）によると、（1）はPDF、（2）は STEP/AP202、（3）はXMLのように定めら
れていますが、ファイル形式を受発注者間で協議する旨の記載もあります。

　▶▶▶ （1）と（3）については、土木設計業務等の電子納品要領（案）を適用し、PDFファイル
とオリジナルファイルを納品します。

 （2）については、CAD 製図基準（案）を適用し、受発注者で協議し、CADファイルフォー
マットを決定して納品します。（H15.6.2）

D-35 レイヤ管理ができるソフトウェアで報告書を作成している場合、1つのファイルに対し、出
力図が 2つ以上ある場合があります。この場合、1つの図に対しオリジナルファイルも1つ
にした方がよいのでしょうか。

　▶▶▶ 1つの図に対して、オリジナルファイルを1つにする必要はありません。複数の図を含むオ
リジナルファイルを1つを電子成果品として該当するフォルダに格納してください。（H15.6.2）

D-36 報告書本文に貼り付ける図面のオリジナルファイルは、CAD特有のファイル形式でもよろ
しいでしょうか。

 P21形式の場合、高機能なCADソフトの情報を継承していないため、オリジナルファイ
ルの編集可能なファイルとして機能しません。

　▶▶▶ 報告書本文に挿入する図面の作成にCADソフトを利用する場合、受発注者で協議し、ファ
イル形式を決定してください。この場合、特に CAD 製図基準（案）に準じる必要はあり
ませんので、P21 形式である必要はありません。なお、設計業務共通仕様書に示されて
いる図面を作成する場合は、CAD 製図基準（案）に準じてください。（H15.6.2）

D-37 下記の報告書構成でもかまわないでしょうか。
 ・報告書全体 :50頁
 ・ワープロ文書 :1～ 10,12,14,16,18,20 ～ 30,41～ 50頁
 ・表計算ソフト :11,13,15,17,19,31～ 40頁
 ・上記のファイルをひとつの報告書（PDFファイル（REPORT01.PDF））にする。
 ・オリジナルファイルを以下のとおりとする。
  REP01_01.ABC（1～ 10,12,14,16,18,20 ～ 30,41～ 50頁分）
  REP01_02.ABC（11,13,15,17,19,31～ 40頁）

　▶▶▶ 上記の作成例のような場合も想定されますので、この取り扱いとしていただいても結構で
す。（H15.6.2）

D-38 特記仕様書に「電子納品とは、特記仕様書、図面、業務計画書、管理写真、成果物等全
ての最終成果」と記述されている場合、特記仕様書、業務計画書、照査報告書、議事録
簿はどのような位置付けとして電子化すればよいのでしょうか。例えば、報告書フォルダ内
に報告書と同じ扱いで添付しておくのでしょうか。

　▶▶▶ 特記仕様書、業務計画書、打合せ簿等の取り扱い（どういった形態で報告書フォルダに
格納するか等）については、受発注者で協議し、決定してください。

 協議にあたっては、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 土木設
計業務編 ]」を参考にしてください。（H15.6.2）
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D-39 スキャニングした資料もオリジナルファイルに含まれるのでしょうか。
　▶▶▶ スキャニングしたデータをオリジナルファイルに含むケースもあります。なお、紙の資料を

スキャニングし、オリジナルファイルとして取り扱うかについては、受発注者で協議し、決
定してください。（H15.6.2）

D-40 管内図などの作成は専門性が高いので地図専門会社に委託しますが、オリジナルファイル
が入手できないため [REPORT/ORG]フォルダにファイルが格納できません。地図専門会
社は、地図を作成するための料金であって、版権に関しては譲渡していない主張します。

　▶▶▶ 成果品の一部が紙のみ（オリジナルファイル入手不可）である場合は、紙で納品するか、
スキャニングするか受発注者で協議し、決定してください。スキャニングした場合は、スキャ
ニングしたファイルをオリジナルファイルとしてください。また、PDFファイルがオリジナル
ファイルの場合もあります。（H15.6.2）

D-41 添付資料扱いのCAD図面はどのように取り扱えばよろしいでしょうか。CAD図面は描画
ソフトで作成しており、次の形態で納品しています。

・ オリジナルファイルのCAD図面から、PDFファイルを作成し、しおりは図面の
タイトルを使用している。また、PDFファイルの容量の上限が決まっているので、
リンクするラスターデータがある場合、画質を落としてPDFファイルを作成して
いる。データは [REPORT/ORG]フォルダに格納している。

・ 添付図面が紙の場合、PDFファイルのファイル容量の上限一杯に収まる解像度
でスキャニングしたラスター画像を [REPORT/ORG]フォルダに格納している。

　▶▶▶ 報告書に挿入する図については、準拠する要領・基準（案）は設けていませんので、用途
に応じたソフトウェア等を利用して作成してください。

 共通仕様書において規定されている図面については、CAD 製図基準（案）に準拠して作
成してください。また、報告書のファイル容量は、受発注者で協議して決定することになっ
ています。（H15.6.2）

D-42 写真ファイル（図面ファイル）をワープロファイルに貼り付けてPDF変換し、[REPORT]フォ
ルダに格納した場合、[REPORT/ORG]フォルダに格納するオリジナルファイルの構成は
下記のどれになるのでしょうか。

（1）ワープロファイルを格納する。
（2）写真ファイル（JPEG）・CAD図面ファイル（SXF）を格納する。
（3）ワープロファイルと写真ファイル（CAD図面ファイル）の両方を格納する。
（4）受発注者で協議し決定する。

　▶▶▶ 基本的には（1）になりますが、業務内容に応じて受発注者で協議し、決定してください。
原則としてワープロファイルに貼り付けた写真ファイルを [REPORT/ORG]フォルダに格納
する必要はありません。（H15.6.2）

D-43 1つの報告書ファイルに対するオリジナルデータが 359 以上になったため、ファイルの命
名規則に準拠できません。報告書ファイルをREPORT01、REPORT02というように分
割し、それぞれに対してオリジナルデータを関連付けてファイル名を付ける方法でよろしい
でしょうか。

　▶▶▶ 上記の方法のように対応していただいても結構です。（H15.6.2）
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D-44 [BORING] や [SURVEY]フォルダなど、格納するファイルが無いフォルダを作成する必
要があるのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] では、ルート部の [REPORT]、[DRAWING]、[PHOTO]、[SURVEY]、
[BORING]フォルダは必ず作成してください。ただし、格納するファイルが無いフォルダに
は管理ファイルは格納しないでください。なお、要領（案）[H16.6] では、格納する電子デー
タファイルがないフォルダは作成しなくても構いません。（H17.2.18）

D-45 報告書本編と付属資料などから構成される成果品の場合、報告書管理ファイルの [報告書
ファイル情報 ] への記入例を示してください。

　▶▶▶ 記入例を簡略して以下に示します。
（成果品構成）
（1）平成 14 年度○○○○橋梁設計業務○○群○○村 ○○～○○地先報告書
（2）平成 14 年度○○○○橋梁設計業務○○群○○村 ○○～○○地先計画概要書
（3）付属資料1 設計計算書

（管理項目記入例）
報告書名 : 平成 14 年度○○○○橋梁設計業務○○群○○村 ○○～○○地先
報告書副題 : 報告書本編
報告書名 : 平成 14 年度○○○○橋梁設計業務
報告書副題 : 計画概要書
報告書名 : 平成 14 年度○○○○橋梁設計業務○○群○○村 ○○～○○地先
報告書副題 : 付属資料1 設計計算書

（H15.6.2）

D-46 報告書管理ファイルの [ 設計項目 ]、[ 成果品項目 ]を記入するにには、設計業務共通仕
様書を参照する必要がありますが、仕様書はどこで手に入れることができるのでしょうか。

　▶▶▶ 設計業務共通仕様書については、各地方の建設弘済会等で販売していますので、ご確認
ください。（H15.6.2）

D-47 オリジナルファイルにPDF形式を使用した場合、使用禁止文字が含まれていても長期的な
見読性は確保できると思いますが、やはり要領（案）の規定に準拠しなければいけないの
でしょうか。

　▶▶▶ PDFファイルの作成には、次の場合が想定されますので、それぞれの対応を示します。
（1）オリジナルファイルが PDF 形式の場合
 オリジナルファイルが PDF 形式になる形態としては、紙をスキャニング、または

特殊なソフトウェアで出力形式が PDF 形式に限定ということが想定されます。こ
うした場合は、必ずしも要領（案）準拠でなくても結構ですが、事前に受発注者
で協議し、取り扱いを決定してください。

（2）ソフトウェアを用いてオリジナルファイルを作成し、PDFファイルに変換する場合
 要領（案）に準拠してください。この場合のPDF 形式は、オリジナルファイルか

ら作成するので、PDFファイルに使用禁止文字が含まれていることは、オリジナ
ルファイルにも含まれていることになります。このため、オリジナルファイルおよ
び PDFファイルの使用文字は同じ規定としています。（H15.6.2）
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D-48 ファイル数が 100 以上ある場合、ファイル名はどうすればよいのでしょうか。
　▶▶▶ ファイル名にアルファベットが使用できるので、報告書フォルダに 359ファイルまで格納す

ることができます。（H15.6.2）

D-49 メインファイルと複数のサブファイルで1つのファイルとするソフトウェアがあります。この
場合、関連するファイルをまとめて圧縮ファイルにして電子媒体に格納してもよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 各業務の条件によって、最も閲覧・再利用しやすいファイル形式が異なりますので、受発
注者で協議し、ファイル形式を決定してください。（H15.6.2）

D-50 PDF 形式を報告書オリジナルファイルとして扱ってもよいのでしょうか。PDF形式による
保存しかできないソフトウェアがあります。

　▶▶▶ ファイル形式が PDF 形式のソフトウェアの場合、報告書オリジナルファイル形式は PDF
形式となりますので、報告書オリジナルファイルフォルダに格納してください。（H15.6.2）

D-51 ファイル名の連番は、報告書の頁順に付けなければいけないのでしょうか。
　▶▶▶ 報告書の目次構成に準じてファイル名を連番してください。（H15.6.2）

D-52 業務報告書の作成におけるワープロソフトに指定がありますか。
　▶▶▶ ワープロソフトの指定はありません。受発注者で協議し、利用するソフトウェアを決定して

ください。その際は、ソフトのバージョンについても協議して決定してください。（H15.6.2）

D-53 報告書ファイルの連番の付け方に関し、報告書、数量計算書、打合せ簿などにより、順番
がきまっているのでしょうか。また、1つの報告書ファイルを分割して保存してもよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 報告書、数量計算書、打合せ簿への連番の順序に関する規定は設けていません。各業
務の条件によって資料の順番は異なります。また、1つの報告書を複数のファイルで保存
するかについてもファイル容量等の関係から様々な形態になることが予想されます。詳細
については、事前に受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。（H15.6.2）

D-54 PDFファイルのしおりには、「1.目次」「1.1はじめに」といった章番号を記入したほうがよ
いのでしょうか。

　▶▶▶ PDFファイルのしおりの章、節、項の番号付けは義務づけていませんが、報告書の目次
となるため、章、節、項の番号がある方が望ましいです。（H15.6.2）

D-55 発注者より文献抄録への登録を指示されたのですが、平成 13 年 6月18日以降に導入さ
れたTECRIS Ver4 には、文献抄録登録機能がありません。 土木設計業務等委託必携（平
成 11年）には、文献抄録への登録が記載されておます。登録方法を教えてください。

　▶▶▶ TECRIS Ver4では、文献抄録を登録する機能を持っていませんのでデータ入力できませ
ん。文献抄録の取り扱いについては、文献抄録と地質データのフロッピーディスク作成・
提出は共に廃止し、今後は電子納品要領（案）による電子成果品を発注機関へ納品する
こととしましたので、この旨、発注先に再確認してください。（H15.6.2）
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D-56 設計計算書のオリジナルデータを複数のソフトウェアで作成した場合、どのように
[REPORT/ORG]フォルダに格納したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ [REPORT/ORG]フォルダに格納するファイル形式については、特に規定していませんので、
複数のソフトウェアで作成したオリジナルファイルを格納してください。（H15.6.2）

D-57 報 告 書 が 10 種 類 だ と REPORT01.PDF ～ REPORT10.PDF と な り ま す が、
REPORT01.PDFのファイル容量が大きい場合、PDFファイルを分割する必要があ
り、REPORT02.PDF ～ REPORT10.PDF のファイル番号がずれてしまいます。予
め REPORT01.PDFが分割されるものと想定し、REPORT01.PDF、REPORT11～
REPORT20.PDFのように連番としないようにすることは可能なのでしょうか。

　▶▶▶ 成果品の作成の過程において、分割ファイルを想定した作業は業務の効率化に繋がります。
ただし、納品する電子成果品については、REPORT01.PDF、REPORT02.PDF...と連番
になるようにしてください。（H15.6.2）

D-58 紙で出力した報告書を全てスキャニングしてPDFファイルを作成してもよいでしょうか。オ
リジナルファイルからPDFファイルを作成するとき、段落や貼りこんだ画像がずれること
があるので原稿と体裁が違う場合があります。また、「現場における電子納品に関する事前
協議ガイドライン（案）[土木設計業務編 ]」では、オリジナルファイルからPDFファイル
を作るようにと示されていますが、要領（案）には示されていません。

　▶▶▶ 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 土木設計業務編 ]」では、
協議結果の例（P.4）示しているものであり、オリジナルファイルからPDFファイルを作成
することは義務づけてはいません。受発注者で協議し、PDFファイルの作成方法を決定
してください。補足として、オリジナルファイルからPDF 変換した方が全文検索機能が活
用できるので望ましいです。（H15.6.2）

D-59 オリジナルファイルからPDFファイルを作成するときの解像度は規定されているのでしょう
か。

　▶▶▶ 各図・写真で着目するべき箇所が確認できる解像度に設定して PDFファイルを作成してく
ださい。（H15.6.2）

D-60 設計計算書は、特殊なソフトウェア等を用いるため一般的なソフトウェアではオリジナル
ファイルが開けないですが、どのように電子納品対応すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ オリジナルファイルの取り扱いについては、受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）

D-61 複合業務の場合、報告書が下記のような構成になることがあり、流路工平面図（D0PL001Z.
P21）と路平面図（D0PL001Z.P21）といったファイル名が重複することがありますが、
どのように対処すればよいでしょうか。

第一編 : ○○工詳細設計
第二編 : □□予備設計
第三編 : △△測量成果

　▶▶▶ ファイル名の整理番号を変更することにより対応してください。具体例は以下の通りです。
例 : 整理番号を第一編、第二編で変える
    第一編）道路詳細平面図   D0PL001Z.P21
    第二編）平面交差点平面図 D1PL001Z.P21

 （H15.6.2）
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D-62 環境アセスメント業務では、報告書本文に多数のカラーの図面を貼り付けます。これらの
図面を報告書中に貼り付けると、ファイル容量が大きくなり操作性が悪くなります。そこで、
文書ファイルと図面ファイルは別にし、業務管理ファイルで関連づけてもよいでしょうか。「工
事完成図書の電子納品要領（案）[H13.8]」P34「オリジナルファイルの電子化について」
と同様の取り扱いが可能なのでしょうか。

　▶▶▶ 業務内容によって報告書の構成が様々な形態になりますので、以下に一例を示します（こ
の例は取り扱い可能です）。

【例】
・ 条件
 報告書本文が 100頁で、85、90頁目に図面が挿入する報告書
 文書はワープロソフトで作成（100頁中、85、90頁以外）各図面は CADソフト

で作成し、2 つのファイルがある
・ PDFファイル
 1～ 70頁を「REPORT01.PDF」とし、71～100頁を「REPORT02.PDF」とする。
・ オリジナルファイル
 REP01_01.ABC （1～ 70頁）
 REP02_01.P21（85頁の図面）
 REP02_02.P21（90頁の図面）
 REP02_03.ABC（71～100頁で 85、90頁以外の報告書本文） 

（H17.2.18）

D-63 報告書のオリジナルファイルから効率よくPDFファイルに変換するため、使用するワープ
ロのテンプレートを利用して、報告書を作成していますがよろしいでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省では、各ワープロソフトのテンプレートの利用に関する規定は設けていません。
効率よく作業を進めるために、テンプレート等を作成し、ご活用ください。（H15.6.2）

D-64 [REPORT]フォルダに格納するファイルは報告書の本編のみでいいのでしょうか。 巻末の
試験結果資料や現場写真のデータは [PHOTO] や [BORING]フォルダに含めてあれば、
[REPORT]フォルダに重複して格納する必要はないのでしょうか。

　▶▶▶ 巻末資料に示す試験結果資料や現場写真のファイルを [PHOTO] や [BORING]フォルダ
に格納している場合は、重複して [REPORT]フォルダにファイルを格納しなくても結構で
す。（H15.6.2）

D-65 PDFファイルの容量に上限はあるのでしょうか。A0フルカラーのデータをPDF変換する
と100MBになる場合もあります。

　▶▶▶ PDFファイルの容量については、受発注者の協議の上、決定してください。（H15.6.2）

D-66 報告書オリジナルファイルの拡張子が2文字なので、文字数が11文字（ファイル名8文字.拡
張子 2 文字）になりますがよろしいのでしょうか。

　▶▶▶ ファイル命名規則では、ISO9660レベル1に準じていることから、ファイル名 8 文字以内、
拡張子3 文字以内であれば問題ありません。（H15.6.2）
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D-67 PDFファイル作成のノウハウを教えてください。オリジナルファイルからPDF変換すると、
CADで作った絵やスキャニングした画像が汚く、とても提出できるような状態ではありま
せん。

　▶▶▶ PDFファイル作成のノウハウ等については、ソフトウェアの開発元へお問い合わせくださ
い。

 基本的な操作としては、PDFファイル作成時において解像度・カラー等を調整したり、絵
をワープロソフトに貼り付ける際、オブジェクトとして貼り付けて書式設定をする等の調整
ができます。（H15.6.2）

D-68 設計業務委託における電子納品の委託費はどうなっているのでしょうか。国土交通省、農
林水産省、地方自治体について教えて下さい。

　▶▶▶ 国土交通省の業務における歩掛りは、平成 12 ～13 年度にかけて業務・工事の歩掛りに
関する現状分析、見直し検討を踏まえた結果、業務・工事ともに増減は実施しないことと
しています。他省庁、地方自治体の歩掛りについては、各機関へお問い合わせください。

（H15.6.2）

D-69 CAD図面のファイル数が多く、ファイル容量が 650MBを越えてしまい、DRAWINGフォ
ルダが 2枚の電子媒体になりました。図面管理ファイルは、どのように作成したらよいので
しょうか。

　▶▶▶ 2 枚の電子媒体のDRAWINGフォルダにすべての CAD データのファイルの管理情報を記
入した DRAWING.XMLを格納してください。（H15.6.2）

D-70 複数のPDFファイルが存在する場合のページ番号は、通し番号、またはファイルごとのペー
ジ番号など何か決まっているのでしょうか。

　▶▶▶ 1冊の報告書を複数のPDFファイルに分割して作成している場合は通しページ番号にして
ください。また、複数のPDFファイルがそれぞれ別冊となっている場合はファイルごとに
ページ番号を入れてください。（H15.6.2）

D-71 報告書が 500頁程度あり、文書ファイルや統計ファイル、スキャニングしたファイル等で
構成されているとき、オリジナルファイルにページ番号は必要なのでしょうか。また、目次
も作成しないといけないでしょうか。

　▶▶▶ PDFファイルおよびオリジナルファイルにはページ番号を付与するようにしてください。た
だし、スキャニングしたイメージファイルにページ番号を付与するのが困難な場合は、受発
注者で協議し、取り扱いを決定してください。また、従前の紙による報告書と同様に目次
も作成してください。（H15.6.2）

D-72 報告書の 1～ 50頁までをREPORT01.PDF、51～ 100頁までをREPORT02.PDFとし
た場合、REPORT01.PDFのしおりは、報告書 1～ 50頁まで作るのでしょうか。または、
REPORT01.PDFとREPORT02.PDFの両方に1～ 100頁のしおりを作るのでしょうか。

　▶▶▶ REPORT01.PDF に作成するしおりは、1～ 50 頁の見出しレベル 3 までのしおりと、
REPORT02.PDFの見出しレベル1のしおりを作成してください。REPORT02.PDFには、
REPORT01.PDFの見出しレベル1のしおり、51～100頁の見出しレベル 3までのしおり
を作成してください。（H15.6.2）
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D-73 PDFファイルを作成するソフトウェアについては規定されているのでしようか。
　▶▶▶ 報告書ファイルのファイル形式に PDFの規定を設けていますが、ソフトウェアの規定は設

けていません。（H15.6.2）

D-74 報告書オリジナルファイルに、lzh 等の圧縮ファイルを使用してもよろしいのでしょうか。
　▶▶▶ 受発注者間の協議の上、報告書オリジナルファイルに圧縮ファイルを使用していただいて

も結構です。（H15.6.2）

D-75 調査報告書のほかにソフトウェアを電子納品するのですが、ソフトウェアの格納フォルダを
教えてください。

　▶▶▶ 受発注者で協議し、ソフトウェアの格納フォルダを決定してください（例 :REPORT/ORG
フォルダに格納する）。（H15.6.2）

D-76 業務管理ファイルでTECRISと関係した管理項目の名称とTECRISで定めている項目名
称と若干違うものがあります。両者の項目の関係を明示していただけませんでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）の業務管理項目のうちTECRIS に関連する項目は http://www.nilim-ed.jp/
calsec/tecris.htmをご覧ください。（H15.6.2）

D-77 使用禁止となっている機種依存文字を教えてください。
　▶▶▶ 代表的な機種依存文字は http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/ref/moji.htmをご覧

ください。（H15.6.2）

D-78 PDFファイルのしおりは見出しレベル 4以降は作ってはいけないのでしょうか。
　▶▶▶ 見出しレベル4 以降も作成していただいて結構です。（H15.6.2）

D-79 報告書をスキャナで読み取りPDFファイルを作成するとファイル容量が大きくなります。
ファイル容量の制限はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）の規定の通り、ファイル容量の制限については、受発注者で協議し、決定して
ください。（H15.6.2）

D-80 PDFファイルのしおりにおける当該ファイル以外の別ファイルへのリンク設定に関して、し
おりのリンク設定ではファイル単位のリンクは可能ですが、ファイルの細部へのリンクの設
定は極めて困難ですので、該当ファイルの表紙を表示させる設定でよいでしょうか。

　▶▶▶ 上記のリンクの設定で結構です。（H15.6.2）

D-81 業務管理ファイルの [ 設計書コード」は、必須記入となっていますが、設計書コードが無
い場合は、[TECRISの登録番号 ]と同様に「0」としてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 設計書コードがない場合、業務管理ファイルの [ 設計書コード ] の項目には、「0」を記入
してください。（H15.6.2）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm
http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/ref/moji.htm
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D-82 ワープロや表計算のような汎用的なソフトウェアでなく、建設・土木の専用ソフトで作成し
た独自のファイル形式のデータをデータベースなどの特定の環境に保存しており、これらの
データを帳票形式でプリンタやPDFに出力するようなソフトウェアは、特殊なソフトウェア
に含まれるのでしょうか。また、これは工事完成図書でPDFファイルを添付するような場
合にも適用されるのでしょうか。

　▶▶▶ 上記の場合、特殊なソフトウェアに含まれます。（H15.6.2）

D-83 業務管理ファイルの [業務概要 ] に記入する際、改行を記入してもよいでしょうか。
　▶▶▶ 各管理ファイルの作成にあたっては、各要領・基準（案）の管理項目の記入方法および

XML1.0 に準じて作成するようにしてください。XML1.0 では、改行を記入しても問題あり
ません。（H15.6.2）

D-84 報告書のページ番号について、報告書オリジナルファイル（ワープロや表計算ソフト）にペー
ジ番号を付与する、PDFファイルにページ番号を付与する、またはページ番号は不要のど
の方法がよいのでしょうか。

　▶▶▶ 従来の紙の報告書と同様に作成してください。（H15.6.2）

D-85 報告書ファイル（PDFファイル）に関し、A4 横は閲覧しやすいようにA4 横で表示させる
ように設定した方がよいのでしょうか。また、A4 横のページ番号は、どのように付与した
らよいのでしょうか。

　▶▶▶ 報告書の表示設定およびページ番号の付与については、特に規定を設けていませんので、
従来の紙の報告書作成と同様に作成してください。（H15.6.2）

D-86 報告書のページ番号に関し、章ごとに鑑を設け、章ごとにページ番号を付与することは可
能でしょうか。

　▶▶▶ 従来の紙の報告書と同様に作成してください。（H15.6.2）

D-87 業務管理ファイルの [発注機関コード ] は統一して運用しているのでしょうか。
　▶▶▶ [ 発注機関コード ] は、要領（案）の規程どおり、TECRISコード表より選択して記入して

ください。TECRISコード表はhttp://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htmからダウンロー
ドできます。（H15.6.2）

D-88 2 つのファイルで1つの図面を出力するソフトウェアがある場合、電子成果品を作成するに
は次のような対応でよいのでしょうか。

[報告書ファイル構成 ]
 REPORT01.PDF:P1-49 は文書、P50 は図面（2つのオリジナルファイルに依

存した図面）
 REPORT02.PDF:P51-90、P92-100 は文書、P91は図面（2つのオリジナルファ

イルに依存した図面）
[報告書オリジナルファイルの連番 ]
 REP01_01.XXX :P1-49 の文書ファイル
 REP01_02.XXX :P50 の図面ファイル
 REP01_03.XXX :P50 の図面のリンクファイル
 REP02_01.XXX :P91の図面ファイル
 REP02_02.XXX :P91の図面のリンクファイル

http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm
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 REP02_03.XXX :P51-90、92-100 の文書ファイル
　▶▶▶ 上記の対応としていただいて結構です。（H15.6.2）

D-89 ひとつの業務の中で複数の場所、種類の調査・設計などを行った場合、報告書を編構成に
し、電子媒体をそれぞれの編ごとに分けて電子成果品を作成してもよいのでしょうか。

例 :
1. ○○道路調査→REPORT01.PDF→○●設計外業務 1/4（○○道路調査編）
2. ○○道路設計→REPORT02.PDF→○●設計外業務 2/4（○○道路設計編）
3. ●●道路調査→REPORT03.PDF→○●設計外業務 3/4（●●道路調査編）
4. ●●道路設計→REPORT04.PDF→○●設計外業務 4/4（●●道路調査編）

　▶▶▶ 上記の電子媒体の構成ではなく、ファイル容量の関係上、1 枚の電子媒体に収まらない場
合は、複数の電子媒体を用いてください（1 枚の電子媒体で収まる場合は 1 枚としてくださ
い）。複数枚の電子媒体を用いる場合、業務管理ファイルの [メディア番号 ] 以外は全て
同一の管理ファイルを全電子媒体に格納してください。（H15.6.2）

D-90 報告書ファイルの初期表示の設定は、サムネールを表示する、または、しおりを表示する
のか要領（案）には特に記載がないですが、規定はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 初期表示におけるサムネール表示およびしおりの表示については特に規定を設けていませ
ん。（H15.6.2）

D-91 3 章構成の報告書で、REPORT01.PDFが 1章、REPORT02.PDFが 2-3 章の場合、
各報告書ファイルのしおりには、章番号・タイトルを示しますが、REPORT01.PDFの 2
章と3章のしおりには、REPORT02.PDFにリンク設定するということでよいのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通りの設定で結構です。（H15.6.2）

D-92 報告書ファイルを分割した場合、別のファイルへリンクするしおり（レベル1）を作成しますが、
移動先の表示倍率も、初期表示と同様に、必ず100%の倍率になるように設定しなけれ
ばならないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] に準拠して報告書ファイルを作成する場合は、しおりの作成における別
ファイルへのリンク設定の初期表示は 100% にしてください。（H17.2.18）

D-93 業務の設計変更として、別業務が追加された場合、当初に発注された業務に含めて電子納
品を作成しなくてはいけないのでしょうか（報告書の構成は分冊です）。

　▶▶▶ 設計変更による追加内容に関する成果品については、受発注者の協議により、取り扱い
を決定してください。（H15.6.6）

D-94 成果品にテキストファイル、CSV、データベース等の様式が仕様書等で規定されている場合、
それらの成果品のみを格納した電子媒体を納品しても問題ないでしょうか。なお、データの
内容は、報告書に表計算ファイル等の形式を記述します。

　▶▶▶ 電子成果品は、1 枚の電子媒体に格納することが原則ですが、電子納品要領（案）以外
の仕様書等で規定が設けられている場合は、受発注者の協議により、取り扱いを決定し
てください。（H15.6.6）
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D-95 文書ファイルをPDFファイルで提出する際に、使用するスキャナの解像度の指定などある
のでしょうか。

　▶▶▶ 特に規定は設けていませんが、必要な部分が判別できる解像度に設定してください。
（H15.6.6）

D-96 「特殊なフォント」を列挙するのは困難ですので、使用可能なフォントを教えてください。
　▶▶▶ OS や広く普及している汎用ソフトに標準インストールされている一般的なフォントをご利用

ください（参照 :[D-16]、[D-17]）。（H17.2.18）

D-97 Q&AをPDFファイルとしてダウンロードすることはできないでしょうか。
　▶▶▶ Q&AのPDF 版は、本サイトhttp://www.nilim-ed.jp/calsec/rule/qapdf.pdf にて公開し

ています。（H16.2.10）

D-98 オリジナルファイルとPDFファイルに半角片仮名等の使用禁止文字を含んではいけないの
でしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] では、オリジナルファイルおよび PDF ファイルについても使用文字で
規定しているとおりです。要領（案）[H16.6] においては、使用文字の規定は管理ファイル
を対象としていますが、オリジナルファイルにおいても可能な限り準じることが望ましいで
す。（H17.2.18）

D-99 [D-96] の返答について、「一般的なフォント」が何をさすのか分かりません。報告書を作
成する際に使用可能であるフォントについて、具体的なフォント名を挙げていただけないで
しょうか。

　▶▶▶ 具体的なフォント名については、特定企業の便益に繋がる恐れがあるので列記していませ
ん。 （H15.7.14）

D-101 業務中のCAD図面の取り扱いが受発注者間で協議されていれば、SXF（P21）以外のファ
イル形式を利用してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 業務中の CAD 図面のファイル形式は、受発注者で協議して決定してください。ただし、
成果品の CAD 図面のファイル形式は、原則 SXF（P21）形式です。（H15.8.12）

D-102 ある自治体の運用ガイドラインに「電子納品実施体制」や「電子納品実施計画書」が記載
されていますが、どのようなものでしょうか。また、業務実施計画書の作成方法の参考例
があれば教えてください。

　▶▶▶ 地方自治体のガイドライン等の内容については、各地方自治体へお問い合わせください。
（H15.8.29）

D-103 1つのオリジナルファイルから複数の報告書ファイルを作成した場合のオリジナルファイル
のファイル命名はどのようになるのでしょうか。

 例えば、1つのオリジナルファイル「REP01_01.abc」から
 「REPORT01.PDF」、「REPORT02.PDF」、「REPORT03.PDF」を作成した場合、次の

オリジナルファイル名は、「REP04_01.abc」と命名して問題ないでしょうか。特殊なソフ
トを使用しているため、報告書ファイルを作成する前に、オリジナルファイルを分割するこ
とが非常に困難です。

　▶▶▶ ご指摘の対応としていただいて結構です。（H15.8.29）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/rule/qapdf.pdf


22　　土木設計業務等の電子納品要領 (案 )-D22　　土木設計業務等の電子納品要領 (案 )-D

D-104 電子媒体のラベルに、作業期間および連絡先を記入してもよいのでしょうか。
　▶▶▶ 要領（案）では、必要項目のみを記載しています。他の項目の追加については、受発注者

で協議を行ってください。（H15.8.29）

D-105 報告書ファイルを複数の媒体に格納する場合、しおりのつけ方はどのようにしたらよいで
しょうか。ファイル容量が大きいため、1枚の媒体には格納できません。

　▶▶▶ 複数の媒体に格納する場合、事前に PDFファイルも複数に分割して作成する必要があり
ます。分割して作成した PDFファイルへのしおりの付け方は [D-72] を参照してください。

（H15.8.29）

D-106 数量集計表様式では要領（案）で使用禁止となっている半角片仮名が使われていますが、
どのように扱えばよいでしょうか。

　▶▶▶ H15.8.11に数量集計表様式のホームページが更新されています。各様式において、電子
納品に対応していない文字を使用していた部分の修正が行われています。（H15.8.29）

D-107 要領（案）[H13.8] の付属資料 4 写真についての留意事項は、デジタル写真管理情報基準
（案）[H11.8版 ]に対応したものですが、[H14.7版 ]にはどのように対応すればよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] の付属資料 4 「写真についての留意事項」 は H11.8 版に対応したもの
ですので無視してください。デジタル写真の電子納品については「デジタル写真管理情報
基準（案）[H14.7 版 ]」を参照してください。（H17.2.18）

D-108 使用禁止文字となっている記号の平方メートルや立方メートルは、報告書でどのように記入
すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 報告書では、文字飾り（上付き文字など）を用いて表現してください。（H15.9.29）

D-109 報告書のオリジナルファイルに、参考図としてマルチTIFFを格納してもよいのでしょうか。
　▶▶▶ 参考図のオリジナルファイルのファイル形式を受発注者で協議した結果マルチ TIFFと決

定した場合は、報告書のオリジナルファイルに、参考図としてマルチ TIFFを格納してい
ただいても結構です。（H15.9.29）

D-111 現行のファイル命名規則に8.3 形式を採用しているのは、OSの依存に関係しているので
しょうか。その場合、不具合の発生するOSおよびバージョンについて教えてください。

　▶▶▶ データの永続性を確保するためファイル命名形式は 8.3 形式としています。不具合が発生
した場合は、各 OS の開発元にお問合わせください。（H15.10.14）

D-112 設計業務のみの場合、[SURVEY] フォルダの下に KITEN、SUIJUN、CHIKEI、
ROSEN、KASEN、YOUCHI 及びDOCの各サブフォルダを作成する必要があるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 格納するファイルが無い場合はサブフォルダを作成する必要はありません。なお、ルート
部の [SURVEY]フォルダは必ず作成してください。（H15.11.14）
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D-113 業務管理ファイルの [ 設計書コード ] に全角文字が含まれている場合はどのように記入す
ればよいのでのしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省では全角文字を含んだ [ 設計書コード ] は用いていません。半角数字を記入し
てください。なお、[ 設計書コード ] が全角文字を含んでいる場合は、各発注機関にお問
い合わせください。

 （H15.11.28）

D-114 複合業務（測量設計業務等）で、測量成果と設計成果が異なる場所情報を持つ場合、測
量成果と設計成果の媒体を別にして《測量編》、《設計編》として納品してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ [ 場所情報 ] の記入については、受発注者で協議の上、決定してください。（参照 :[D-12]）。
なお、電子媒体は、原則として 1 枚の媒体に格納してください。ただし、データ容量上、
複数枚に渡る場合はこの限りではありません。

 （H15.11.28）

D-116 REPORTフォルダの容量が大きくなり、複数の媒体に分割して格納する場合、「ORG」フォ
ルダはすべての媒体に作成しなければいけないのでしょうか。

例）
媒体 1・・・REPORT01.PDF～ REPORT10.PDF
媒体 2・・・REPORT11.PDF～ REPORT20.PDF及び全てのオリジナルファイル

 となった場合、媒体 1にも「ORG」フォルダは必要でしょうか。
　▶▶▶ ご質問の例の場合、媒体 1に [ORG]フォルダを作成しなくて結構です。成果品が複数枚

に渡る場合、必ず「INDEX_C.XML」を格納し、その他のフォルダについては、全メディ
アを通して 1つ以上作成されていれば問題ありません。その他成果品が複数枚に渡る場
合の注意点は、[CH-27] を参考にしてください。（H15.12.12）

D-117 [D-107] の回答において、「写真についての留意事項は無視してください。」とありますが、
要領（案）の付属資料 4における「記入する項目の概要」の考え方はそのままで、項目名・
概要を、デジタル写真管理情報基準（案）[H14.7] とまったく同様の収め方にすればいい
のでしょうか。それとも、[PHOTO]フォルダ内はデジタル写真管理情報基準（案）[H14.7]
と同じ納品形式になるのでしょうか。

　▶▶▶ デジタル写真の電子納品（[PHOTO]フォルダ内のデータ作成）については、付属資料 4
の考え方ではなく「デジタル写真管理情報基準（案）[H14.7 版 ]」を参照してください。

（H15.12.12）

D-118 [C-57] について、「成果品の非改ざん性を担保するための措置」としてCD-Rを採用して
いるのであれば、受発注者間の協議により、書き換えのできないDVD-Rを使用しても問
題ないでしょうか。また、DVD-Rを今後採用する予定はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 現在のところ電子納品における電子媒体は CD-Rのみとしています。
 （H15.12.26）
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D-119 【電通編】国土交通省の光ケーブル敷設工事を8月に6,000万円以下で請負契約しました
が、特記仕様書に電子納品と記載されていました。電子納品の適用対象は、平成 15 年
10月以降に契約を締結する直轄業務・工事で、工事は請負金額が 6,000万円以上が対象
とのことですが、その旨が記載してある場所を教えてください。

　▶▶▶ 特記仕様書に記載があるときは、それに従い業務や工事を遂行してください。電子納品
の適 用対 象は、http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htm,  http://www.nilim-ed.
jp/calsec/schedule.htmをご覧ください。（H16.1.22）

D-120 報告書ファイルが大量にあり、1枚のCD-Rに収まらない場合、しおりはどのように作成す
るのでしょうか。

 例えば、1枚目のCDにREPORT51.PDFとREPORT52.PDFがあり、2枚目のCDに
REPORT53.PDFがある場合、REPORT51.PDFのしおりから別媒体のREPORT53.
PDFへのリンクが行えませんが、1媒体内にあるPDFファイルのリンクだけを考慮すれば
よいでしょうか。

　▶▶▶ 上記の通り、PDFファイルのリンクは 1つの媒体内にあるファイルを対象として設定してく
ださい。1 枚の媒体内における別ファイルへのリンクとなるしおり（見出し）は、報告書の
大項目に関してのみ作成してください。（H16.1.22）

D-121 超音波探傷検査の結果は専用の機械から紙面として印刷されるので、これを全てスキャニ
ングしてPDFファイルを作成しました。

 試験結果として、PDFファイルを [REPORT]フォルダと [ORG]フォルダの両方に格納す
る必要があるのでしょうか。スキャニングした量は、数千ページになります。

　▶▶▶ 受発注者協議を行い、電子化の必要性を発注者に確認してください。
 スキャニングによる電子化を実施し、PDFファイルをオリジナルファイルとする場合は、原

則として [REPORT]フォルダと [ORG]フォルダの両方に格納してください。ただし、ファ
イル容量等の問題でこれによる対応が困難な場合は、受発注者協議の上、取り扱いを決
定してください。（H16.1.22）

D-122 [D-117] に関連して、デジタル写真管理情報基準（案）[H14.7] P17「電子納品対象“工事”
については、記入しない。」とあるので、業務は必須記入になると考えます。[工事番号 ]
には何を記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品対象業務では、工事情報のカテゴリーの管理項目は、未記入で結構です。
（H16.1.22）

D-123 PDFファイルのサムネールの埋め込みは必要なのでしょうか。また、サムネールは何に利
用するのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] では、PDFファイルにはサムネールを作成（埋め込み）するよう規定し
ています。サムネールは各ページの縮小図で、選択することにより、実際のページを表示
できます。なお、要領（案）[H16.6] よりサムネールの作成を規定していません。（H17.2.18）

D-124 どのような業務を対象に電子納品を実施するのでしょうか。
　▶▶▶ 基本的には全ての業務を対象としますが、個別の業務については特記仕様書等、発注者

の意向を確認ください。（H16.2.10）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/schedule.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/schedule.htm
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D-125 設計報告書でα・φ・π等の記号を用いることがありますが、使用禁止文字に該当するので
しょうか。その場合には、スキャナで読み込み、イメージデータとして扱えばよいでしょうか。

　▶▶▶ ギリシャ文字は使用することができます（[D-19] 参照）。（H16.2.26）

D-126 電子納品では、TECRISデータを基本として業務管理項目を入力することになっておりま
すが、AGRISに登録された業務の場合には、どのように入力すればよろしいでしょうか。

 北海道開発局における各開発建設部の業務の一部にAGRIS登録対象業務が含まれてい
ます。現在、TECRISのコード番号に準拠して対応していますが、その場合、「業務分野コー
ド」「業務キーワード」等でどのコードを選択すべきか迷うことがあります。

 正しい対応の仕方、また、コード番号の選択方法について教えてください。
　▶▶▶ 「北海道開発局における電子納品運用ガイドライン（案）」（http://www.hkd.mlit.go.jp/

topics/cals_ec/frame）において、農業部門における適用基準・要領については、「設計
業務等の電子納品要領（案）（農林水産省）」を適用することとしています。

 同要領（案）におけるTECRISとAGRIS の入力項目の違いは、http://www.nncals.jp/
you.htmlをご確認ください。

 また、上記 HP 等において対応できない入力項目については、発注者に確認をしてください。
 （H16.2.26）

D-127 ダムの利用実態調査を電子納品する場合、どのようにフォルダに格納すればよいでしょうか。
成果は、集計表とダム付近の調査箇所図となります。

　▶▶▶ 集計表は、報告書ファイル（PDFファイル）を[REPORT]フォルダに格納してください。また、
オリジナルファイルは [REPORT/ORG]フォルダに格納してください。CAD 製図基準（案）
に準じて作成した図面の場合は [DRAWING]フォルダに格納してください。（H16.3.16）

D-128 要領（案）[H13.8]P8で、「業務分野コード」のデータ表現が「半角数字」となっていますが、
例えば業務対象が下水道のとき、最後の1ケタ（7ケタ目）に「A」を記入するように規定
されているため、矛盾が生じています。今後対応する予定はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] の改訂において、データ表現を半角英数字に変更しました。（H17.2.18）

D-129 フォルダ名に使用可能な文字の定義は、報告書の本文自体にも適応されるのでしょうか。
　▶▶▶ フォルダ名に使用可能な文字は ISO9600レベル1の規定に準じてください。報告書の使

用文字の規定は要領（案）に示すとおりです。
 （H16.4.28）

D-130 業務が複合業務の場合（道路設計・河川設計などまたは地区が 20以上のように多数に分
かれている場合など）、[REPORT]フォルダの下に1つ階層を増やして、それぞれの業務
ごとにフォルダを作成してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 複合業務の場合は、[REPORT]フォルダにサブフォルダを作成せず、ファイル名の整理番
号を利用してください。（参照 :[CA-148]）

 （H17.2.18）

D-132 業務管理ファイルはどのようにして作成するのでしょうか。文書ソフト等のテキストファイル
の加工が可能なソフトで作成できるのでしょうか。

　▶▶▶ 業務管理ファイルは文書ソフト等で作成が可能です。（H16.4.28）

http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/cals_ec/frame
http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/cals_ec/frame
http://www.nncals.jp/you.html
http://www.nncals.jp/you.html
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D-133 [D-48] に関連して、ファイル数が 359以上の場合はどうすればよいでしょうか。
　▶▶▶ ファイル数が 359 以上になる場合、ファイルを結合してファイル数を減らすことが可能です。

（H16.4.28）

D-134 要領（案）P77より、ある一つの報告書ファイルを分割した場合、別のファイルへリンクす
るしおり（レベル1）を作成しますが、異なる報告書（例えば、設計報告書と設計計算書）
であればリンクはさせなくてもよいと解釈してよいでしょうか。

 もし、リンクするしおりを作成するならば、全計算書のしおりには全計算書のタイトルが表
示される総目次のようなものができるようになるのでしょうか。

　▶▶▶ 1つの報告書ファイル内でリンクが作成されていれば、問題ありません。（H16.4.28）

D-135 電子納品されたCD-Rのフォーマットは ISO9660level1と規定されていますが、フォーマッ
トを確認する方法を教えてください。

　▶▶▶ CD-R への書き込みソフトウェアの一部には、フォーマットを確認する機能があります。
（H16.4.28）

D-136 INDEX_D.XMLのソフトウェア情報のソフトウェア名などについて、電子納品支援ソフト
を使わずに直接テキストエディタなどで INDEX_D.XMLを作成した場合は、どのように記
入すればよいでしょうか。また、業務管理ファイル作成簡易システム等が公開されているの
であれば教えてください。

　▶▶▶ 電子納品支援ソフトを使わずに直接テキストエディタ等を使用して作成した場合、ソフトウェ
ア情報のソフトウェア名などはテキストエディタソフトの名称を記入してください。

 また、国土交通省では、土木事業に係わる電子納品支援ソフトの公開は行っていません。
（H16.5.24）

D-137 PDFと同様の機能を持ったソフトウェアをオリジナルファイルの作成用のソフトウェアとし
て適用する予定はありますでしょうか。

　▶▶▶ 現在のところ、オリジナルファイルの作成で利用するソフトウェアの規定を設ける予定はあ
りません。（H16.5.24）

D-138 「電子納品運用ガイドライン（案）3-5 電子成果品の作成」において、CD-R のラベルに
直接署名または押印を行うとあり、要領（案）「6-2 電子媒体に貼るラベルについて」の記
入項目規定と整合が取れていないが、どちらを正と考えたらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 記入項目は要領（案）に準拠してください。発注者よりラベルに押印することが指示され
た場合は、押印欄を設けてください。（H16.5.24）

D-139 構造計算を行った場合、従来の納品では構造計算したデータも出力して委託成果としてま
したが、電子納品の場合はどのように納品すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 構造計算のデータを電子納品する場合の格納フォルダおよびファイル形式は、受発注者協
議により決定してください。（H16.5.24）
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D-140 フォントの埋め込みとは、どのようになると埋め込まれるのでしょうか。
　▶▶▶ 報告書オリジナルファイルから報告書 PDFファイルを作成する際、報告書オリジナルファ

イルで利用しているフォントを報告書ファイルに継承するように変換ソフト等で設定して
変換することを指しています。なお要領（案）では報告書オリジナルファイルから報告書
PDFファイルを作成する際はフォントを埋め込まないこととしています。（H16.5.24）

D-141 報告書のPDFファイルはA4 縦を基本とするとなっていますが、縮小図面等のA3 横の原
稿はそのままのサイズで作成してかまわないでしょうか。

　▶▶▶ 上記の方法のように対応していただいても結構です。（H16.5.24）

D-142 【機械編】
 付属資料 3では住所情報のタグがありますが、DTDではありません。
　▶▶▶ ご指摘のとおり、付属資料 3 の表記に誤りがあります。詳細は正誤表をご覧ください。

（H16.5.24）

D-143 磁気探査業務については電子納品要領（案）が特に定められていないようですが、特記仕
様書に「土木設計業務等の電子納品要領（案）」に沿って「電子納品」と記されており、「業
務計画書」「特記仕様書」を収めるよう指示があります。「工事完成図書の電子納品要領（案）」
に習い [PLAN][MEET]といったフォルダをユーザー定義フォルダとして作成し（管理ファ
イルなしで）該当する電子データを格納しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 協議により任意のフォルダを作成する場合は、ルート部にフォルダを設けて電子データを
格納してください。なお、フォルダ名およびファイル名は 8 文字以内にしてください。（参
照 :[A-59]）

 （H17.2.18）

D-144 要領（案）[H13.8] の全角文字の定義によるとPDFファイルやオリジナルファイルには丸
数字やローマ数字が使用できると解釈できるのですが、この解釈でよいのでしょうか。

　▶▶▶ 丸数字やローマ数字は、機種依存文字ですので、PDFファイルやオリジナルファイルに使
用することはできません。（H17.2.18）

D-145 このHPに掲載されているTECRISに関連する資料中の発注者機関事務所名が、名称変
更前のものが記載されております。名称変更後のものを記載していただけないでしょうか。

　▶▶▶ 名称が変更された発注者機関事務所名の資料を掲載いたします。
 http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm
 http://www.nilim-ed.jp/calsec/corins.htm
 （H16.6.4）

D-147 PDFのしおりについて、[D-92] にあるように別ファイルへの初期表示は100%ですが、
同ファイルへのしおりのリンクも100%表示が必要でしょうか。

　▶▶▶ 同一ファイル内のしおりのリンク設定における表示については、特に規定を設けていません。
（H16.6.16）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/corins.htm
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D-148 報告書のオリジナルデータについて、例えば REPORT01.PDF（全 100 ページ）のオリ
ジナルデータのファイルが 3ファイルに分かれており、 「1つ目のオリジナルファイルが 1
ページ目～ 30 ページ目まで」「2つ目のオリジナルデータが 31ページ～70 ページ目ま
で」「3つ目のオリジナルデータ が 71ページ～ 100 ページ目まで」の場合は、1つ目を
REP01_01.XXX、2つ目をREP01_02.XXX、3つ目をREP01_03.XXX のようにページ
の順番どおりにオリジナルデータも並び替えなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ オリジナルデータの順番に関する規定はありませんが、成果品の見読性を考慮し、受発注
者で協議のうえ、決定してください。（H16.6.16）

D-149 PDFサムネールについて、「作成する」と「埋め込む」の用語が使われることがありますが、
両者の用語の違いはあるのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、サムネールの「作成」と「埋め込む」は同じ意味を指しています。しかし、
PDFファイルの作成及び編集する最新のソフトウェアでは、サムネール表示することを「作
成」とし、サムネール画像をPDF へ埋め込むことを「埋め込む」として使い分けているこ
とがありますのでご注意ください。PDFファイルを作成するソフトウェアの一部には、サム
ネールが作成されていなくてもサムネール表示できる機能を有しているものがあります。

 （H17.2.18）

D-150 要領（案）[H13.8]では、報告書管理項目のなかで報告書オリジナルファイルに日本語のファ
イル名をつけることができませんが、再利用時の検索性を考慮すると必要だと思われますの
で、報告書オリジナルファイル情報に日本語ファイル名の項目を追加していただけないでしょ
うか。

　▶▶▶ 再利用時の検索性を考慮して要領（案）[H16.6] では「ファイル日本語名」を管理項目に
追加しました。（H16.7.13）

D-151 管理ファイル（XMLファイル）をテキストエディタで作成しました。XML 対応のWebブラ
ウザで管理ファイル（XMLファイル）を表示しようとするとエラーメッセージがでます。

　▶▶▶ 管理ファイル（XMLファイル）を定義しているDTD が同じフォルダ内に格納されていない
可能性があるので確認してください。（H16.7.13）

D-152 「√」や「∫」などは JIS X 0208で規定されているものと、機種依存文字がありますが、
どのようにみわければよいのですか。

　▶▶▶ 日本語入力ソフトの機能を用いると、厳密に識別することができます。（H16.7.13）

D-153 使用禁止文字をやむを得ず用いる場合は、協議の上イメージとして貼り付けることが可能と
あります。文書作成ソフトなどのテキストボックス内の文字は、イメージとして扱われるので
しょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、テキストボックス内の文字の取り扱いについて規定しておりませんが、イメー
ジとして扱われることがあるため、受発注者で協議の上、決定してください。（H16.7.13）
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D-154 ○の中に「1」や「主」を記入する場合、文書作成ソフトでは囲み文字を使いますが、文字
サイズが大きくなり行間が変わり体裁が悪くなるので、図形描画を使用した方がよいでしょ
うか。

　▶▶▶ 囲み文字・図面描画のどちらを採用していただいても結構です。要領（案）では、文書作
成ソフトの機能にある文字飾りについては規定していませんので、条件に応じた対処を取っ
てください。ただし、特定のソフトウェアに特化した機能は、データの再現性に大きく影響
しますので、この旨、ご注意ください。（H16.7.13）

D-155 「8-2 使用文字」について、利用者が独自に作成した外字をオリジナルファイルで使用する
ことはできますか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] では、オリジナルファイルに外字を利用することが認めていませんので、
イメージとして貼り付けて対応してください。

 要領（案）[H16.6] では、オリジナルファイルの使用文字の規定は厳密に設けていませんが、
可能な限り利用しないようにしてください。（H16.7.13）

D-156 PDFファイルのバージョンについて要領（案）には記載がありませんが、電子納品に際して、
推奨するバージョンはあるのでしょうか。また、チェックシステムが対応しているPDFファ
イルのバージョンは、どこまででしょうか。

　▶▶▶ PDFファイルのバージョンは特に規定していません。電子納品チェックシステムVer4.5では、
PDFバージョン1.5まで対応しています。（H16.7.13）

D-157 報告書に添付する図面ファイルについて、複数のCAD図面に同一のラスターデータを貼
り付ける際、ラスターデータはどの様に格納すればよいでしょうか。

1. 任意のファイル名（00000001.tif 等）を付け、[REPORT/ORG] に添付する方法。
（tif ファイルは1枚のみ添付）

2. CAD製図基準と同様、元データのファイル名と同じにする方法。（tif ファイルを
複数添付）

作業の手間を考えると、1.の方法が間違いが少なくよいと考えます。
　▶▶▶ 図面ファイルを報告書に挿入する場合は、ラスターデータを [REPORT/ORG] に格納して

ください。なお、成果品の一部としてCAD 図面を納品する場合は、CAD 製図基準（案）
に準じて成果品を作成してください。（H16.7.27）

D-158 要領（案）[H16.6] の境界座標の入力文字数について、境界座標は、7桁（1400000）で
入力して、対象地域なしの場合 8 桁（99999999）の入力となっていますが、P5の入力文
字数は 8 桁となっているので、境界座標は、01400000か 14000000と入力しなくてはい
けないのでしょうか。

　▶▶▶ 境界座標は 7 桁で記入してください。対象なしの場合（99999999）および対象地域が南
緯または西経の場合（-0123456）のみ 8 桁で記入してください。（H16.7.27）

D-159 要領（案）[H16.6]では、報告書ファイルの作成（PDF形式）について、サムネール作成
や開き方の設定はしなくてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] に準拠して成果品を作成する場合、報告書ファイル（PDFファイル）は、
サムネール作成や開き方の設定をしなくても結構です。（H16.7.27）
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D-160 平成 16 年 3月に各要領（案）のパブリックコメントが実施されおり、6～7月に正式公開
と聞いていますが、パブリックコメント用の要領・基準（案）から大きな変更はあるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 要領・基準（案）は、パブリックコメントで皆様よりいただいたご意見も反映させています
ので、パブリックコメントにおいて公開した要領・基準（案）からの変更もあります。

 パブリックコメントで皆様からいただいたご意見を反映させた要領・基準（案）については、
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/13/130630_.htmlをご覧ください。（H16.7.27）

D-161 【機械編】
 要領（案）[H16.6] は平成 16 年 7月以降の業務に適用されますが、平成 16 年 10月以降は、

写真フォルダ、測量フォルダはそれぞれ平成 16 年 6月版の要領・基準（案）を参照するこ
とになるのでしょうか。それとも平成 16 年 3月時点での要領・基準（案）を参照するのでしょ
うか。

 工事完成図書に関しても同様です。
　▶▶▶ 各フォルダに適用する要領・基準（案）はそれぞれの適用開始時期に従ってください。ご

質問の場合、平成 16 年 10月以降は、[PHOTO]フォルダ、[SURVEY]フォルダにおける
成果品は平成 16 年 6月版の要領・基準（案）に準拠して作成してください。（H16.8.9）

D-162 基準（案）[H16.6] では、発注のためにフォルダを分けて納品する必要がある場合、
[DRAWING]フォルダの直下にサブフォルダを作成することができますが、その場合、対
応する報告書データも [REPORT]フォルダ内でサブフォルダを作成して整理してもよいで
しょうか。

　▶▶▶ [REPORT]フォルダ内にはサブフォルダを作成せず、ファイルの整理番号で整理してくだ
さい。また、再利用時の検索性を考慮し、報告書管理項目の [ 報告書副題 ]、[ 報告書ファ
イル日本語名 ] の項目にファイルに関する情報を記入してください。（H16.8.9）

D-163 報告書管理ファイルをWebブラウザを用いて閲覧しようとすると「XMLファイルに関して
ソースが見つかりません」と表示されます。何か対処方法はありますでしょうか。

　▶▶▶ XSLを参照する記述がサンプルファイルにあるため、Webブラウザで閲覧しようとすると
エラーが表示されます。要領（案）には、XML の記入例にて XSLを参照する記述を行っ
ていますが、混乱を避けるため、修正したサンプルファイルに差し替えます。（H16.9.3）

D-164 【機械編】
 要領（案）機械設備工事編 [H16.3] において報告書管理項目の「報告書ファイル作成ソフ

トウェア名」、「設計項目」、「成果品項目」、「報告書オリジナルファイル作成ソフトウェア名」、
「受注者説明文」、「予備」、「ソフトメーカ用TAG」の各項目のデータ表現は半角英数大
文字ではなく、全角文字と半角英数字ではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、データ表現の記述に誤りがありました。詳細は正誤表をご覧ください。
（H16.9.3）

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/13/130630_.html
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D-165 要領（案）[H16.6] において、データを格納していないフォルダは作成しなくても良いとなっ
ていますが、それは要領（案）[H13.8] に準拠して納品する際にも適用されるのでしょうか。
その部分は、チェックシステムで区分けされるのでしょうか。また、上記については、工事
完成図書でも同様でしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] に準拠して成果品を作成する場合は、データを格納していないフォルダ
であっても、フォルダを作成してください（参考 :[CH-144]）。（H16.9.15）

D-166 [C-158] について、「対象河川コード」は複数記入について、「ご指摘のとおり、業務・工
事管理項目のDTDの記述に誤りがありました。正誤表をご確認ください。（H16.9.3）」と
あります。この件に関して工事管理項目については公開中のDTDファイル、正誤表とも変
更されているようですが、業務管理項目については変更されておりません。

　▶▶▶ 業務管理項目についても修正します。正誤表をご覧ください。（H16.10.4）

D-167 要領（案）[H16.6] において、「TECRISの使用文字規則」が削除されています。平成 16
年 6月の要領（案）に準拠して業務管理ファイルを作成する場合、TECRIS 関連の項目に
ついて、「TECRISの使用文字規則」ではなく、要領（案）のデータ表現に従ってよいでしょ
うか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、要領（案）のデータ表現に従ってください。
 今回の要領（案）H16.6 版改訂では、TECRIS と関係する業務管理ファイルの管理項目

に不整合があったため解消しました。また、これに伴いH13.8 版にありました付属資料 6 
TECRIS の使用文字規則が不要となったため削除しました。（H16.10.4）

D-168 要領（案）[H16.6] は H16.10 以降の契約案件に適用するとされていますが、移行措置とし
てH16.9以前の契約案件でH16.10以降の納期の業務についても発注者と協議の上で要領
（案）[H16.6] に基づいて成果品を作成することは可能でしょうか。

　▶▶▶ 適用時期は、受注者からの積極的な意見・提案を妨げるものではありません。対応可能
であれば、要領・基準（案）[H16.6] に準じて電子成果品を作成いただいても結構です。
ただし、この版に対応した電子成果品作成の支援ツールのリリース状況も考慮し、これら
の対応について取り決める必要があることを留意してください。（H16.10.19）

D-169 要領（案）[H16.6] より、使用文字の規定対象が管理ファイルのみに変更となっていますが、
オリジナルファイルにおいても可能な限り準じることが望ましいとも追記されています。オリ
ジナルデータを作成するにあたって、受発注者間で同じソフトを使用する場合、問題無い
と思われる○数字やその他特殊記号を使用する事は可能と解釈してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 「後工程において、データが直接読めない。特定のシステムでないと見ることができない。」
という状態を回避するために、見読性の確保が必要になります。それを確保するために、
オリジナルファイル作成においても要領（案）の規定に可能な限り準じてください。受発注
者間で同一ソフトを利用しても、長期的な見読性は保証されませんのでご留意ください。

（H16.10.19）

D-170 PDFファイルにしおりを作成する場合、表紙と目次もしおり付けしなければいけないので
しょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] では、PDFファイルのしおりを報告書の目次と同じ章、節、項（見出し
レベル1～ 3）を基本として作成するよう規定していますが、表紙や目次に関しての規定
は設けておりません。（H16.11.1）
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D-171 業務管理項目の路線情報に [現道 - 旧道区分 ]という項目があります。記入内容には、「現
道」「旧道」「新道」「未調査」と分けられているのですが、この意味がわかりません。準
拠している基準等を教えてください。

　▶▶▶ 現道 - 旧道区分については、要領（案）[H16.6]P7 に示すとおり、「道路管理関係デジタ
ル道路地図データベース標準 第 3.0 版 平成 15 年 4 月 財団法人 日本デジタル道路地図
協会」に準拠して記入してください（H16.11.1）

D-172 要領（案）[H16.6] の業務管理ファイルにおいて、「業務件名等」に分類される「業務実績
システムバージョン番号」は、「管理項目の記入で参照しているTECRISのマニュアル（コー
ド表）のバージョン（システムのバージョン）を記入する」と、ありますが、具体的に教え
ていただけないでしょうか。TECRISのコード表は当ホームページからダウンロードしたも
のを使用していますが、この資料を使用すればよい場合、どこを参照すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ TECRIS のマニュアルは、日本建設情報総合センターのホームページにあります。詳しく
は http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/input01.htmlをご覧ください。

 この中にシステムバージョン4.0と記載されています。（H16.11.16）

D-175 【機械編】 
 業務管理ファイルの施設情報－施設名称に関して、P.5 の表内では「複数記入可」という

記述がされていますが、DTD上では表記が ?になっており、複数回記述が認められていま
せん。

　▶▶▶ 施設情報の [ 施設名称 ] は複数記入可能ですので、修正いたします。詳細は正誤表をご覧
ください。（H16.11.16）

D-176 TECRIS登録番号が0の場合でも[業務実績システムバージョン番号]は記入するのでしょ
うか。

　▶▶▶ 業務管理項目の [ 業務実績システムバージョン番号 ] の必要度は、「◎ : 必須記入」です
ので、管理項目の記入で参照しているTECRIS のマニュアル（コード表）のバージョンを
記入してください。（H16.12.2）

D-177 業務契約後に、「調査職員通知書」もしくは、「監督職員通知書」が受け渡されますが、
契約している同種の業務で事務所毎に双方に分かれます。両者の通知書の基準といった物
はあるのでしょうか。

　▶▶▶ どの共通仕様書を用いているかによって、使い分けています。
 設計業務共通仕様書を用いた業務の場合は、「調査職員」、それ以外の共通仕様書を用い

ている場合は「監督職員」としています。これは、共通仕様書のなかで用語が定義されて
いますので、それにしたがっています。（H16.12.2）

D-178 INDEX.XMLの [受注者コード]について、要領（案）[H13.8]では、TECRISの会社コード（8
桁）を記入していましたが、要領（案）[H16.6] から、桁数が 10 桁に変更になっています。
従来通り8 桁で記入すると、チェックシステムVer.5でエラーとしてはじかれます。どのよう
に残りの2桁を記入すれればよいでしょうか。

　▶▶▶ [ 受注者コード ] は従来どおり、TECRISセンターから通知されるコード（8 桁）を記入し
てください。現在エラーとなりますが、エラーを無視してください。例えば 10 桁にあわせ
るために、8 桁の前に 00 等は付けないでください。チェックシステムVer5.0 に誤りがあり
ましたので、バージョン5.0.1にて修正しました。（H17.2.18）

http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/input01.html
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D-179 [RERORT]フォルダに格納するCADデータについて、例えば、「001.XXXファイル」が
「地図 .tif」を外部参照として閲覧する設定としています。（CAD上からtifファイルへリンク）
このような方法でよいのでしょうか。それとも、地図データなどはイメージとしてCADデー
タ上に埋め込まなくてはいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 地図データなどはイメージとしてCADデータに埋め込んでください。外部参照を行う場合
は、参照するファイル（地図データなど）を同一フォルダに格納するとともに、同一ファイ
ル名（拡張子のみ変更）としてください。（H17.2.1）

D-180 要領（案）では報告書ファイルを作成する場合、フォントの埋め込みは行わないと記載して
います。フォントの埋め込みを行うことによりデータの容量が大きくなること以外に他に理
由があれば教えてください。

　▶▶▶ 報告書ファイルの容量を抑えるため、フォントを埋め込まないこととしています。
 データの見読性を確保するため、報告書ファイル（オリジナルファイル）の作成には、特殊

なフォントを用いないでください。ファイル容量をできる限り最小限に抑えるため、報告書
ファイルにフォントを埋め込まないでください。また、特殊なフォントを用いなければ、報
告書ファイルにフォントを埋め込まなくても見読性は確保されます。（H17.2.16）
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最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/

http://www.nilim-ed.jp/
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適用

C-149、C-130、C-127、C-116、C-92、C-36、C-23

用語の定義

C-136、C-128、C-123

フォルダ構成

C-195、C-187、C-165、C-164、C-163、C-156、C-150、C-138、C-137、C-135、C-131、
C-113、C-101、C-87、C-70、C-59、C-55、C-51、C-47、C-45、C-26、C-24、CH-144

管理ファイル

C-204、C-202、C-201、C-198、C-197、C-193、C-191、C-190、C-189、C-186、C-184、
C-183、C-182、C-178、C-177、C-176、C-170、C-169、C-168、C-167、C-166、C-162、
C-161、C-160、C-158、C-157、C-152、C-151、C-148、C-147、C-146、C-142、C-132、
C-124、C-120、C-107、C-106、C-105、C-104、C-82、C-73、C-60、C-58、C-56、
C-53、C-52、C-49、C-41、C-34、C-31、C-25、C-22、C-21、C-20、C-19、C-18、C-17、
C-16、C-15、C-14、C-12、C-9、C-8、C-7、C-6、C-4、C-2、CA-559、G-29、CH-203、
CH-202、CH-139、A-132、A-131、A-129

ファイル形式

C-159、C-141、C-139、C-129、C-118、C-109、C-94、C-80、C-44、A-23

ファイル命名規則

C-203、C-188、C-180、C-155、C-153、C-119、C-102、C-101、C-88、C-73、C-69、
C-46、C-43、C-42

小分類目次
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電子媒体

C-171、C-154、C-100、C-99、C-97、C-85、C-57、C-48、G-23

ウィルス対策

該当するデータがありません。

使用文字

C-179、C-172、C-96、C-95、C-90、C-81、C-76、C-40、C-39、A-128

各資料の取り扱い

C-200、C-193、C-181、C-180、C-175、C-173、C-155、C-144、C-142、C-140、C-134、
C-125、C-122、C-120、C-119、C-118、C-117、C-114、C-109、C-108、C-103、C-94、
C-92、C-91、C-89、C-87、C-84、C-83、C-79、C-78、C-77、C-75、C-74、C-66、
C-65、C-64、C-63、C-62、C-61、C-51、C-38、C-32、C-30、C-29、C-28、C-27、
C-26、C-25、C-24、C-11、C-10、C-3、C-1、A-44、A-43

運用他

C-199、C-196、C-194、C-192、C-185、C-181、C-175、C-174、C-167、C-145、C-143、
C-133、C-126、C-121、C-112、C-111、C-110、C-108、C-98、C-93、C-89、C-79、
C-71、C-68、C-67、C-54、C-37、C-35、C-33、C-5、A-144
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C-1 スキャンニングしたデータは、オリジナルデータ（ファイル）にはならないのでしょうか（例 :
押印した工事打ち合わせ簿など）。

　▶▶▶ 電子成果品としては、スキャニングしたデータ（ファイル）がオリジナルとなります。ただし、
押印した工事打合簿は、紙媒体でも納品してください。電子納品の対象とする書類の取り
決めは、事前に受発注者で協議し、決定するようにしてください。（H15.6.2）

C-2 スキャンニングしたデータ（JPEG、TIFFなど）を電子納品する場合、各管理ファイルの [オ
リジナルファイル作成ソフトバージョン情報 ] はどのように記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ スキャニングするのに利用したソフト名を記入してください。（H15.6.2）

C-3 品質管理資料および出来形管理資料の電子納品の方法を教えてください。
　▶▶▶ 品質管理資料および出来形管理資料は、工事打合せ簿の添付資料として取り扱い、

[MEET]フォルダに格納してください。要領（案）[H13.8] の P4、P17 に電子納品の方法
が記載されていますのでご覧ください。（H17.2.18）

C-4 CORINS（Ver5）のリリース開始（2002 年 10月）を踏まえ、工事管理ファイルの [発注
機関コード ] の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

　▶▶▶ [ 発注機関コード ] の取り扱いは、CORINSの発注機関コードの取り扱いに従ってください。
（H15.6.2）

C-5 チェックシステムは、CORINS（Ver5）に対応しているのでしょうか。
　▶▶▶ チェックシステムVer2.51よりCORINS（Ver5）のコードに対応しています。（H15.6.2）

C-6 CORINSの [工種・工法型式 ]では、工種と工法形式が 1対 1と規定されていますが、
工事管理ファイルの [工種 ]と [工法型式 ] は 1対多となってもよいのでしょうか。

　▶▶▶ CORINS では 1 対 1の記入になっているのに対し、要領（案）では該当するキーワードを
全て記入するように規定していますので、1 対多となっても結構です。記入例を示しておき
ます。

■ケース1
<工種 > 歩行者系舗装工事 </ 工種 >
<工種 > 路盤路床工事 </ 工種 >
<工法型式 > 歩行者系舗装工</ 工法型式 >
■ケース2
<工種 > 歩行者系舗装工事 </ 工種 >
<工種 > 路盤路床工事 </ 工種 >
<工法型式 > 歩行者系舗装工</ 工法型式 >
<工法型式 > 路盤路床工</ 工法型式 >

 （H15.6.2）

C-7 XMLの作成に関して、要領（案）[H13.8] の「付属資料1 電子媒体による管理項目の記
入方法について」と「付属資料 3 管理ファイルのXML記入例 」のどちらの記入例に準じ
たらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 付属資料に示されているXML の記入例は、どちらを参考にしていただいても結構です。
（H17.2.18）
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C-8 工事管理ファイルの [発注者 -大分類 ] ～ [発注者 - 小分類 ] の記入必要度が「◎ : 必須
記入」ですが、写真情報管理ファイルでは「○ : 条件付き必須記入」となっており、不整
合になっていますがよいのでしょうか。

　▶▶▶ 工事管理ファイルの「発注者 -大分類」～「発注者 - 小分類」の記入必要度については、
これまでの運用を鑑みて、H11.8 版の写真情報管理ファイルの規定を踏襲しています。電
子納品対象工事は、これらの項目を必ず記入するように規定しています。

 写真情報管理ファイルの工事情報の分類は、電子納品対象外工事でデジタル写真のみ納
品する場合、必要度に応じて記入することとしており、電子納品対象工事では記入しない
こととしています。

 このため、両者の管理項目の必要度等の規定が必ずしも1 対 1にならないことになります
が、電子納品の対象工事と対象外工事の運用等を踏まえて、上記の取り扱いを規定して
います。（H16.2.10）

C-9 次のような場合、工事管理ファイルの各項目への記入に関する取り扱いはどのようにすれば
よいでしょうか。

・橋梁などの工事名称と構造物名称が異なる場合
・工事中と完成後の測量起点が異なる場合
・工事区間がとびとびの条件における場所情報の記入

　▶▶▶ 各工事の条件によって取り扱い方が異なってきますので、受発注者で協議し、適宜決定し
てください。また、決定した事項を工事管理ファイルの [ 予備 ] に補足説明を記入しておく
ことが望ましいです。なお、場所情報については、境界座標を記入することが望ましいと
要領（案）で規定しています。（H15.6.2）

C-10 図面として図面番号が振られている特記仕様書についても [SPEC]フォルダに格納すれば
よいのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 製図基準（案）に準じて図面が作成されている場合は、[DRAWINGS]フォルダの
直下に特記仕様書ファイルを格納してください。それ以外の場合は、[SPEC]フォルダに
格納してください。（H15.6.2）

C-11 追加特記仕様書はどのフォルダに格納したらよいのでしょうか。
　▶▶▶ [DRAWINGS/SPEC]フォルダに格納してください。また、ファイル名で識別できるように

してください。（H15.6.2）

C-12 工事履行報告書と段階確認書のファイル名はそれぞれPRG01_01...、CHK01_01...と連
番していきますが、その他管理ファイルの [シリアル番号 ] は各ファイルに関係なく通し番
号を記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ [シリアル番号 ] には、ファイルに関係なく通し番号を記入してください。（H15.6.2）

C-13 工事管理ファイルの [工種 ]と [工法型式 ] は、CORINSの [工種、工法・型式 ]と同
じ形式にはしないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、電子成果品を効率よく管理・利活用するために「工種」と「工法型式」
に分けて項目を設けています。（H15.6.2）
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C-14 測点名が「NO.10+12.345」の場合、工事管理ファイルの [起点側（終点側）測点名 -m]と [起
点側（終点側）測点名 -n] にはどのように記入すればよろしいのでしょうか。また、距離標
については 3 桁記入なので、cm、mm単位は記入しなくてよいと解釈してよいのでしょうか。

　▶▶▶ 各管理ファイルにおける場所情報の各管理項目では、「cm」「mm」までの精度を要求して
おらず、「m」の精度で場所を把握することを目的としていますので、「m」までの数値を記
入してください。（H16.2.10）

C-15 工事管理ファイルの [ 起点側測点 ]と [ 起点側距離標 ] について、北海道開発局で使用さ
れる「SP」形式の場合は、どのように記入したらよろしいでしょうか。

 通常の「NO.」形式では「NO.5+0.25」と示されるものが「SP.100.25」と表記されます。
　▶▶▶ 工事管理ファイルでは、場所情報を「測点」、「距離標」、「境界座標緯度・経度」で記入

するととしていますので、いずれかに置換して記入してください。（H15.6.2）

C-16 工事管理ファイルには、どのような内容を記入すればよいか教えてください。
　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] では「付属資料1 電子媒体による管理項目の記入方法について」と「付

属資料 3 管理ファイルのXML 記入例」に、要領（案）[H16.6] では「付属資料 3 管理ファ
イルのXML 記入例」に具体的な記入例が示されていますので、ご覧ください。（H17.2.18）

C-17 工事管理ファイルの [工事番号]とCORINSの [工事契約コード ]は同じ内容でしょうか。
　▶▶▶ 上記の 2 つの項目は、発注者が定めるコードですが、同じ内容ではありません。国土交

通省発注工事の場合、「工事番号」は各地方整備局で設定しているCCMS 設計書番号を
記入してください。（H15.6.2）

C-18 工事管理ファイルの [工種 ] に記入するキーワードが複数ある場合、どのように記入したら
よいでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）のXML 記入例に示すとおり、1つの [ 工種 ]タグに1キーワードを記入してく
ださい。（H17.2.18）

C-19 工事管理ファイルの[請負者コード]について、JVの場合はどのように記入すればよいでしょ
うか。この管理項目は、必須ではないので発注者から指示がなければ空欄でもよいでしょ
うか。

　▶▶▶ [ 請負者コード ] は、発注者が定めているコードを記入することになっていますので、発注
者の指示に従ってください。（H15.6.2）

C-20 工事管理ファイルの [工種 ]、[工法型式 ]、[ 住所コード ]、[ 住所 ] は、必ず1回以上
記述となっていますが、各々単独で複数記入してよいでしょうか。または、これらの項目は
必ず4つセット、もしくは [工種 ]と [工法型式 ]、[ 住所コード ]と [ 住所 ] のセットで
記入した方がよいのでしょうか。

　▶▶▶ 4 つセットの関係です。「工種」、「工法型式」は 1セット（Aセットとする）です。「住所コード」
と「住所」は 1セット（Bセットとする）です。これらの各項目について、1つのタグに1デー
タを記入してください。また、AセットとBセットは 1 対の関係になっています。

 ただし、Aセットが 1種類、B セットが複数存在する場合は、Aセットを1回記入するよ
うにしてください。（H15.6.2）
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C-21 要領（案）[H13.8]P11の表 4-1中に [住所（施工場所）]と示されている一方、配布され
ているDTDでは [住所 ]となっています。これはどちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 「住所」が正しいです。工事管理ファイルでは、土木設計業務等の電子納品要領（案）の
業務管理ファイルの [ 住所 ]と連携を図るため、同じ項目名称にしています。表 4-1では、
記入者へ補足事項として「施工場所」を示しています。（H17.2.18）

C-22 CORINSのデータは電子納品において活用されるのでしょうか。
　▶▶▶ 発注年度や工事番号等の CORINS に登録しているデータは電子成果品を管理・利活用し

ていく上で必要な情報です。（H15.6.2）

C-23 数量計算書は電子納品しなくてもよいのでしょうか。通常の工事では検査時に数量内訳書
と数量の計算根拠（数量計算書）を提出しますが、要領（案）では数量計算書の電子納品
が義務付けられていないと解釈できます。

　▶▶▶ 受発注者で協議し、数量計算書の電子納品の有無を決定してください。数量計算書を電
子納品の対象書類として取り扱う場合は、工事打合せ簿の添付資料として [MEET]フォ
ルダに格納してください。（H15.6.2）

C-24 [MEET]フォルダに関する説明にある、品質管理オリジナルファイル、出来形管理オリジ
ナルファイルとは何でしょうか。

　▶▶▶ 品質管理オリジナルファイルと出来形管理オリジナルファイルは、打合せ簿管理ファイルの
[ 管理区分 ] にて「品質管理」、「出来形管理」に分類された打合せ簿オリジナルファイル
と同様です。品質管理資料および出来形管理資料は、打合せ簿の添付資料として取り扱い、
[MEET]フォルダに格納してください。品質管理資料および出来形管理資料のオリジナル
ファイルのファイル形式については、受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）

C-25 1つの打合せ簿の中に提出月日の違う書類（承諾願い、立会願い、打合せ簿など）が混在
することがありますが、この場合、打合せ簿管理ファイルの [発行日付 ]と [受理日付 ] に
はどのように記入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ [ 発行日付 ]、[ 受付日付 ] には、打合せ簿の鑑に記載されている日付を記入してください。
（H15.6.2）

C-26 工事日誌（工事日報）はどのフォルダに格納すればよいでしょうか。
　▶▶▶ 工事日報は、電子納品の対象外の書類です。
 受発注者の協議において、工事日報を電子納品の対象書類とした場合は、工事打合簿の

添付書類として [MEET]フォルダに格納してください（この取り扱いも受発注者で協議し、
決定してください）。（H15.6.2）

C-27 1つの工事を社内の複数部門で体制（分担）を組んでいます。各部門が単独で発注者と打
合せを行った際であっても打合せ簿のファイル名は通し番号にしないといけないのでしょう
か。

　▶▶▶ 打合せ簿は、契約ごとに1つの案件として整理することになります。したがって、受注者
側の組織や分担体制に関係なく、1案件として通し番号を付けることになります。（H15.6.2）
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C-28 要領（案）に規定されていない資料（材料確認願い等）の取り扱いを教えてください。
　▶▶▶ 電子納品の対象になっていない書類の取り扱いについては、「現場における電子納品に関

する事前協議ガイドライン（案）[ 土木工事編 ]」を参考にし、受発注者で協議し、決定し
てください。（H16.2.10）

C-29 押印（私印）のある工事打合簿の取り扱いを教えてください。
　▶▶▶ 受発注者で協議し、押印のある工事打合簿の取り扱いを決定してください。電子納品する

際は、スキャニングして電子媒体に格納してください。（H15.6.2）

C-30 出来形管理資料をPDF形式に変換して [MEET/ORG]フォルダに格納してもよいでしょ
うか。オリジナルファイルでは、受発注者間でのソフトの統一が難しいことがあります。

　▶▶▶ 出来形管理資料は、オリジナルファイルのみを納品してください。
 なお、ファイル形式は、受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）

C-31 打合せ簿管理ファイルの「管理区分」は、共通仕様書に記載されている工事打合簿の項目
にも必要ではないでしょうか。

　▶▶▶ 現在利用している工事打合簿は、国土交通省（旧建設省）において統一化したものです。
この工事打合簿を運用していく上で問題等が発生しないか、項目の過不足がないかなど、
逐次見直しを行っていくこととしています。その中で、「管理区分」についても追加の是非
を検討していきます。（H15.6.2）

C-32 各帳票に決裁欄があるのですが、情報共有システムを利用していくことを考慮すると、決裁
欄は無いほうがよいのではないでしょうか。

　▶▶▶ 現在、国土交通省では、電子署名の検討を行っており、この成果を受けて、決裁欄の取
り扱いの検討を行うこととしています。（H15.6.2）

C-33 オリジナルファイルの属性情報にある作成日時と、実際に書類を提出した日付が異なること
がありますが、問題ないでしょうか。

　▶▶▶ オリジナルファイル作成日時と書類の作成・提出日に差異があることに対して問題はありま
せん。

 オリジナルファイルの属性情報であるファイル作成日時は、各コンピュータの時間設定に
依存していますので、各書類の提出した日時と作成日時に差異が発生することが想定さ
れます。このため、書類のオリジナルファイルの作成日時（コンピュータに表示されるファ
イル作成日時）が実際に書類を作成した日および提出日を担保するものではありません。

（H15.6.2）

C-34 各管理ファイルに [工種 ]、[ 種別 ]、[ 細別 ] 等の項目があれば、ツリー表示や検索・絞
り込みが効率的に行えると思います。

　▶▶▶ 各管理ファイルへの項目追加のご意見に関しては、品質管理・出来形管理の体系も含め、
今後検討していくこととします。（H15.6.2）

C-35 電子入札以外の一般・指名競争入札で落札した工事物件でも、電子納品は可能でしょうか。
　▶▶▶ 電子納品と電子入札は別のものであり、対象も異なります。電子納品の対象は、電子

入札されたものに限定されるものではなく、特記仕様書にて規定されたものとなります。
（H16.2.10）
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C-36 複数年度にわたる工事を受注しており、本工事は次年度から電子納品の対象工事になりま
す。この場合、成果品の提出の形態についての対応はどのようにすればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品の対象工事に適用するのか等の具体的な取り決めについては、受発注者で協議
し、決定してください。（H15.6.2）

C-37 土木設計業務等の電子納品要領（案）と同じように、[MEET] などのフォルダの直下にオ
リジナルファイルを基に作成したPDFファイルを格納するようにしてはいかがでしょうか。

　▶▶▶ PDFファイルについては、当面、工事完成図書の電子納品要領（案）に採用する予定は
ありません。（H15.6.2）

C-38 竣工図や施工図を [DRAWINGF]フォルダに格納する際、何か規定はあるのでしょうか。
　▶▶▶ 完成図は、ファイル命名規則に準じて [DRAWINGF] フォルダに格納してください。

（H15.6.2）

C-39 打合せ簿、施工計画書、その他、発注図面、完成図面の作成にあたっては、要領（案）
の使用文字に準拠すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 図面の使用文字については、CAD 製図基準（案）に準拠してください。その他の
資料については要領（案）に準拠してください。（H15.6.2）

C-40 各地方整備局の共通仕様書で定められている様式に使用禁止文字が含まれていることが多
いですが、これらの様式の文字は、どのように扱えばよろしいでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省では、工事の帳票様式の統一化を図り運用していますので、この帳票様式を
利用し、納品するようにしてください。

 ただし、工事に適用されている仕様書・基準類に、要領（案）の使用禁止文字の使用が
規定されている場合は、その文字を使用していただいても結構です。ただし、事前に受
発注者で協議し、取り扱いを確認してください。（H15.6.2）

C-41 要領（案）[H13.8] において、その他資料管理ファイルの [シリアル番号 ] のデータ表現
は半角英数字ですが、施工計画書管理ファイルなどのシリアル番号のデータ表現は半角数
字となっています。統一しなくてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）の策定当初（H12.3）、[OTHRS]フォルダは拡張することを想定していたため、「シ
リアル番号」のデータ表現を「半角英数字」とし、要領（案）[H13.8] においても踏襲しました。
要領（案）[H16.6] において、[シリアル番号 ] のデータ表現を統一しました。（H17.2.18）

C-42 「その他資料」のファイル名のつけ方について、工事履行報告書が 2つ段階確認書が 1つ
だとするとファイル名のつけ方は次のどちらが正しいのでしょうか。

1）PRG01_01.DOC、PRG02_01.DOC、CHK03_01.DOC
2）PRG01_01.DOC、PRG02_01.DOC、CHK01_01.DOC

　▶▶▶ 特に決まりはありません。上記の例の場合のどちらの番号の付け方でも問題はありません。
（H15.6.2）

C-43 品質管理資料と出来形管理資料に関するオリジナルファイルのファイル命名規則が要領
（案）に示されていませんが、どのように扱えばよいのでしょうか。 

　▶▶▶ 品質管理と出来形管理のオリジナルファイルのファイル命名規則については、要領（案）の
打合せ簿オリジナルファイルの命名規則に従ってください。（H17.2.18）
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C-44 オリジナルファイルを圧縮データにして情報共有システムに登録した場合、管理ファイルに
は、オリジナルファイルを作成したソフト名（ワープロソフトなど）、または圧縮ソフト名の
どちらを記入するのがよいのでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体に格納するファイル形式、ならびに受発注者の事前協議の結果によりますが、通
常、ワープロソフトや表計算ソフトといった一般的なソフトウェアを用いて作成したオリジナ
ルファイルは、圧縮せずに電子媒体に格納することが多いと想定されます。この場合、オ
リジナルファイルを作成したソフトウェア名を記入するようにしてください。また、情報共有
システムで登録したファイルを正のファイルとして取り扱うこととしているため、上記の疑問
が生じたと推察されますが、電子媒体に格納するファイル形式をオリジナルファイル、また
は圧縮ファイルのどちらにするかは事前に受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）

C-45 工事打合簿や写真のオリジナルファイルの数が大量のため、閲覧したいファイルを検索する
のが大変です。例えば「MEET/ORG」フォルダの下に、ファイルを分類するための任意のフォ
ルダを複数設け、各フォルダの中にオリジナルファイルを格納してもよいでしょうか。

　▶▶▶ サブフォルダを任意に作成することはできません。業務や工事によってフォルダ構成が変
わると、ファイルの検索が却って困難となることを防ぐため、要領（案）ではフォルダ構成
を固定しております。（H15.6.2）

C-46 工事打合簿には「指示」「承諾」「協議」などがありますが、ファイル名は特に区別せずに
時系列に順番に命名してよいでしょうか。

　▶▶▶ 工事打合簿のファイル命名規則では、「指示」、「協議」等による分類は定めていませんので、
時系列等の順に付番していただいて結構です。（H15.6.2）

C-47 施工図のCADファイルはどのフォルダに格納すればよいでしょうか。
　▶▶▶ 要領（案）では、納品する成果品に関する事項を定めています。施工図の提出の有無、な

らびに格納するフォルダについては、受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）

C-48 デジタル写真の枚数が多くファイル容量が 650MBを越えた場合、複数枚の電子媒体にな
りますが、写真情報管理ファイルはどのように作成したらよいでしょうか。

　▶▶▶ 複数枚の電子媒体の [PHOTO]フォルダにすべての写真ファイルの管理情報を記入した写
真情報管理ファイルを格納してください。CAD 図面のファイルが電子媒体の容量を超えた
場合も同様です。（H16.2.10）

C-49 打合せ簿管理ファイルの作成にあたり、工事打合せ簿の鑑が大量にある場合でもひとつひ
とつの日付等の情報を記入していくことになるのでしょうか。

　▶▶▶ 打合せ簿管理ファイルは、打合せ簿オリジナルファイルと関連づけて管理しますので、必
要事項を記入するようにしてください。（H15.6.2）

C-51 ある電子納品研修会にて、発注者側の説明に、施工体制台帳は [PLAN]フォルダに格納
するという説明がありました。要領（案）では、[PLAN]フォルダに施工計画書を格納す
ることになっていますが、施工体制台帳のことは記載されていませんので、質問したところ「普
通、施工計画書といっしょに施工体制台帳を出すものだろう。」といわれました。これは正
しい見解なのでしょうか。

　▶▶▶ 施工体制台帳を [PLAN]フォルダに格納することは義務付けていません。受発注者で協
議し、施工体制台帳の取り扱いを決定してください。（H15.6.2）
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C-52 CORINSのコード表などは無償公開されないのでしょうか。
　▶▶▶ CORINS の コ ー ド に 関 し て は http://www.nilim-ed.jp/calsec/corins.htm か ら、

TECRIS のコードに関しては http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm からダウンロー
ドできます。（H16.2.10）

C-53 工事管理ファイルのうちCORINSに関連する項目名称がCORINSで定めている項目名称
と若干違うものがあります。両者の項目の関係を明示していただけませんでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）の工事管理項目のうち CORINS に関連する項目は http://www.nilim-ed.jp/
calsec/corins.htmをご覧ください。（H15.6.2）

C-54 以下の電子納品に関する資料が掲載されているホームページはどこにあるのでしょうか。
（1） 工事完成図書の電子納品要領（案）の解説
（2） CAD製図基準（案）のCAD図面取扱いガイドブック
（3） 電子化文書作成の手引き・改訂版（2002.3）などの各種 , 解説 ,手引き及びガイ

ドブックなど。
　▶▶▶ 上記の資料はすべて（社）日本土木工業協会 CALS/EC 部会のホームページ（http://

cals.dokokyo.com/）から入手できます。（H15.6.2）

C-55 [その他 ]フォルダ名は、「OTHRS」なっていますが、「その他」という意味からすれば正
しくは「OTHERS」ではないでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）を作成していた当時、本要領（案）で規定するフォルダ名称の文字数を少なく
するという思想があり、「E」を省略しました。（H15.6.2）

C-56 数量計算書を電子納品する場合は、[MEET]フォルダに添付資料として格納するとありま
すが、その場合、「品質管理資料」や「出来形管理資料」と同様に、打合せ簿管理ファイ
ルの [ 打合せ簿種類 ] の項目には「提出」を記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 「数量計算書」についても「品質管理資料」と「出来形管理資料」と同様に、打合せ簿管理ファ
イルの [ 打合せ簿種類 ] の項目には、「提出」を記入してください。（H15.6.2）

C-57 CD-Rで 20 枚を越えるような場合は、電子媒体にDVDを採用してもよいでしょうか。
　▶▶▶ 電子媒体は CD-Rを採用してください。要領（案）[H13.8] では、電子媒体を CD-Rまた

は MOとしていますが、成果品の非改ざん性を担保するための措置として当面は CD-Rに
よる納品としています。なお、要領（案）[H16.6] では、CD-Rの使用を原則としています。

（H17.2.18）

C-58 写真情報管理ファイル（DTD Ver2.0）の [工事番号 ] は、実態を踏まえ、データ表現が
改訂されていますが、今後、工事管理ファイルの [工事番号 ]も改訂されるのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] において、工事管理ファイルの [ 工事番号 ] のデータ表現を半角英数字
に変更しています。（H17.2.18）

C-59 出来形・品質管理資料を [MEET]フォルダに格納する場合は、打合せ簿管理ファイルの
[ 打合せ簿種類 ]を「提出」に、[ 管理区分 ]を「出来形（品質管理）」と記入することになっ
ていますが、工事打合せ簿の鑑も必ず添付しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 出来形・品質管理資料は、工事打合せ簿の添付資料として扱うと規定していますので、
工事打合せ簿の鑑をつけるようにしてください。（H15.6.6）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/corins.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/corins.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/corins.htm
http://cals.dokokyo.com/
http://cals.dokokyo.com/
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C-60 打合せ簿管理ファイルの [ 打合せ簿種類 ] には、「指示」「承諾」「協議」「提出」「提示」「報
告」「通知」を記入することになっていますが、「土木工事共通仕様書」を適用する請負工
事に用いる帳票様式の工事打合せ簿では、「指示」「協議」「通知」「承諾」「提出」「届出」[そ
の他 ]となっており、両者で、「提示」「報告」「届出」の項目に不整合があります。工事打
合せ簿の種類を「届出」で作成した書類を電子納品する場合は、どのように対応すればよ
いのでしょうか。また、要領（案）で示している「提示」「報告」は使用しないのでしょうか。

　▶▶▶ 現在、要領（案）と帳票との間で整合を図っているところです。当面は下記の運用としてく
ださい。（H15.6.6）

 ・ 工事打合せ簿を「届出」で作成した場合、打合せ簿管理ファイルの [ 打合せ簿
種類 ] には、「提出」を記入してください。

 ・ 工事打合せ簿を「その他」で作成した場合、打合せ簿管理ファイルの [ 打合せ
簿種類 ] には、記入規則で定められている7 つの発議項目に近い内容を選択し
て記入してください。

C-61 工事打合せ簿および段階確認書、履行報告書については印鑑がある鑑が必要とありますが、
電子化する必要はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 公印が押印されていない書類については、受発注者の協議により取り扱いを決定すること
ができます。具体的な内容については、「現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン [ 土木工事編 ]」をご参照ください。（H15.6.6）

C-62 工事完成図書の各書類をスキャニングしてオリジナルファイルをPDF形式としています。「土
木設計業務等の電子納品要領（案）」にはPDFファイルについての規定や容量の制限があ
りますが、工事完成図書もこれに準じたPDFファイルを作成する必要があるのでしょうか。

　▶▶▶ オリジナルファイルをスキャニングして PDFを作成した場合、一般的にファイル容量が大き
くなるのでご注意ください。工事完成図書の作成におけるPDFファイルの作成にあたって
は、「土木設計業務等の電子納品要領（案）」を参考にしてください。（H16.2.10）

C-63 「施工体制台帳」、「試験成績書」、「資材総括表」などの資料は、[OTHRS]フォルダ、ま
たは [MEET]フォルダのどちらに格納すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 従来、工事打合せ簿に添付して提出している資料については、これまでと同様に工事打
合せ簿の添付資料として扱い、[MEET]フォルダに格納してください。その他の資料の取
り扱いは、[C-23]、[C-26] をご覧ください。なお、[OTHRS] フォルダは、「段階確認書」
と「工事履行報告書」を格納することになっています。（H15.6.18）

C-64 施工計画書を表計算ソフトで作成し、1つのファイルに複数のシートを設けていますが、そ
のまま納品してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 1つの図表に対して、オリジナルファイルを1つにする必要はありません。複数の図表を
含むオリジナルファイルを1つの電子成果品として該当するフォルダに格納してください。

（H15.6.18）

C-65 施工計画書を表計算ソフトで作成しており、そのソフト上でページ番号の設定を行っていま
すが、この対応でよいのでしょうか。

　▶▶▶ ページ番号は、従来の紙の施工計画書と同様に付与してください。（H15.6.18）
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C-66 施工計画書のなかにCAD図面やイメージを貼り付けていますが、特に問題はないでしょう
か。

　▶▶▶ 従来の紙の施工計画書と同様に図表を作成していただいて結構です。（H15.6.18）

C-67 電子納品に関する資格制度はあるのでしょうか。発注者より、「電子納品主任○×△」とい
うのを耳にしました。

　▶▶▶ 電子納品を行うための資格制度はありません。電子納品を円滑に行うため、工事完成図
書の電子化についての担当者の解説が「現場における電子納品に関する事前協議ガイドラ
イン（案）[ 土木工事編 ]」に記載されていますので、ご覧ください。（H15.6.18）

C-68 土木工事のなかで測量や地質調査を行った場合は、各要領（案）に準拠して成果品を作成
するべきなのでしょうか。これらの資料は、「品質管理」として扱えば [MEET]フォルダ、
「段階確認」として扱えば [OTHRS]フォルダに格納することが考えられます。または、工
事完成図書の電子媒体とは別の電子媒体に各要領（案）に準拠した成果品を作成するべき
なのでしょうか。

　▶▶▶ 工事完成図書の電子媒体と別の電子媒体に格納する必要はありません。土木工事におけ
る測量および地質調査の資料の取り扱いについては、受発注者で協議し、決定してくださ
い（例 : 工事打合せ簿の添付資料とする）。ただし公共測量作業規程に則した測量を実施
する場合は、測量成果電子納品要領（案）を準用してください。その際の電子納品の方法（資
料の取り扱い）については、前述と同様、受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.18）

C-69 打合せ簿オリジナルファイルの命名規則に関し、ファイル番号は、「時系列」に付番しな
ければいけないのでしょうか。完成検査時に電子ファイルを閲覧する際には、該当するファ
イルを検索するのに時間がかかるため、M0001～M0020までは「協議書」、M0021～
M0030 は「指示書」などのように種別ごとにファイル番号を付けてもよいでしょうか。

　▶▶▶ 原則、時系列に付番してください。ただし、受発注者の協議により、ご指摘のような付番
になった場合は、それに準じてください。（H15.7.1）

C-70 発注図面がなく、「SPEC」フォルダのみにデータがある場合は図面管理ファイル
（DRAWING.XML）は作成しなくてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 発注図面フォルダに格納する図面がない場合には、図面管理ファイル（DRAWING.
XML）の作成は不要です。（H15.7.14）

C-71 発注図面が電子データでない場合でも電子納品可能なのでしょうか。
　▶▶▶ 発注図面を電子データとして入手しない場合でも、受注者が CAD 製図基準（案）に則し

てCAD 図面を作成した場合、電子納品していただくことは可能です。（H15.7.14）

C-73 打合せ簿管理ファイルの [シリアル番号 ]と実体ファイルMnnnn の番号は、例えば「シリ
アル番号」が「5」の場合、M0005 のように連動させた方がよろしいのでしょうか。

　▶▶▶ [シリアル番号 ]と実体ファイルMnnnnの番号は、連動させることが望ましいですが、資
料構成によっては困難な場合がありますので、可能な限り連動させるようにしてください。

（H15.7.28）
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C-74 出来形管理オリジナルファイルは、受発注者で協議し、決定するとありますが、お互いに
同じソフトを使用するということでしょうか。

　▶▶▶ 受発注者双方で同じソフトウェアを使用するということではありません。受発注者の協議
では、ファイル形式を決定してください。その際、紙媒体での提出の有無についても協議
してください。（関連 :[C-24]、[C-3]）（H15.7.28）

C-75 紙の成果に網掛け表記してわかりやすくしている場合、オリジナルファイルとの間に差異が
出ますが、よろしいのでしょうか。

　▶▶▶ 紙の成果の網掛け表記が、成果内容としての意味を持つ場合、オリジナルファイルも同様
に網掛け表記してください。（H15.7.28）

C-76 ソフトウェアメーカの名称などに「&」や「:」といった記号が使われている場合は、半角英
数字にする必要があるのでしょうか。

　▶▶▶ 半角英数字を使用してください。（関連 :[A-20]、[A-19]、[D-20]）（H15.7.28）

C-77 [C-59] にて出来形管理、品質管理資料は鑑をつけることになっています。これらの書類は、
工事打合せ簿として提出していないので、鑑をつけていません。この場合でも捺印した鑑が
必要なのでしょうか。

　▶▶▶ 出来形・品質管理資料は、工事打合せ簿の添付資料として扱うと規定していますので、
工事打合せ簿の鑑をつけるようにしてください。押印されていない書類については、受発
注者の協議により取り扱いを決定することができます。具体的な内容については、「現場
における電子納品に関する事前協議ガイドライン [ 土木工事編 ]」をご参照ください。（関
連 :[C-59]、[C-61]）（H17.2.18）

C-78 出来形管理、品質管理資料を打合せ簿として提出する場合、打合せ簿管理ファイルの [発
行日付 ]、[受理日付 ] には何を記入するのでしょうか。

　▶▶▶ [ 発行日付 ] は発行元（受発注者のいずれか）が打合せ簿を発行した日付、[ 受理日付 ] は
提出先担当者が打合せ簿を受理した日付を記入してください。（H15.8.12）

C-79 基準（案）に準拠したファイル形式の工事写真をフロッピーディスクに保存して発注者に提
出しました。この提出した工事写真も電子納品の対象になるのでしょうか。電子納品する場
合、どういった形態で提出すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 写真管理基準（案）の規定（撮影頻度、提出頻度）に準じて納品する工事写真を選定し
てください。工事写真を電子納品する際は、デジタル写真管理情報基準（案）に準じて成
果品を作成してください。工事中に授受する書類（工事写真）と、納品する書類（工事写真）
の取り扱いに注意してください。（H15.8.12）

C-80 用紙サイズの規定はあるのでしょうか。
　▶▶▶ 従来の紙の場合と同様な用紙サイズでを作成してください。（H15.8.12）

C-81 オリジナルファイル（工事打合せ簿）等において、使用禁止文字を利用しているとチェック
システムでエラーとなるのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムでは、オリジナルファイルで使われている文字のチェックは行いません。
（H15.8.12）
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C-82 【電通編】
 工事管理ファイルの [工種 ]、[工法型式 ]、[住所コード ] は、CORINSより取り込みは

可能ではなくなったのでしょうか。
　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。CORINS から出力されるCFDファイルから取り込むことが可能

な項目です。（H15.8.12）

C-83 【電通編】
 設備図書フォルダに格納することになっている機器製作図、取り扱い説明書は、各メーカ

より電子ファイルで入手するのでしょうか。
　▶▶▶ 機器製作図、取り扱い説明書の電子ファイルをメーカから入手可能な場合は、入手したファ

イルを格納してください。入手できない場合は、PDFやイメージデータ等で格納してくださ
い。（H15.8.12）

C-84 【電通編】
 設備図書フォルダに格納することになっている施工図は、CAD製図基準（案）に準拠して

作成するのでしょうか。
　▶▶▶ 設備図書フォルダに格納する施工図は、図面としての取り扱いではないので CAD 製図基

準（案）に準拠する必要はありません。（H15.8.12）

C-85 電子成果品が閲覧できる無償ビューアを電子媒体に格納して納品してもよいでしょうか。
　▶▶▶ 今後の課題として検討していきますが、原則、電子媒体には成果品以外は格納しないで

ください。ただし、特殊なファイル形式の成果品を取り扱う場合は、電子媒体への無償
ビューアの格納の是非を受発注者で協議してください。格納する場合は、無償ビューアの
格納方法（格納フォルダ、管理ファイルへの補足追記など）も協議してください。（H15.8.29）

C-87 数量計算書は、工事打合せ簿の添付資料として取り扱い、書類の授受の日付順で格納して
いますが、細かい工種の順番が乱雑になってしまいます。受発注者で協議し、数量計算書
を [OTHRS]フォルダに格納し、その他資料管理ファイルの [資料名 ] 等の管理項目に「数
量計算書」と記入して対応しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 数量計算書は、工事打合せ簿の添付資料として取り扱ってください。打合せ簿管理ファイ
ルの [ 打合せ簿名称 ]、[ 請負者説明文 ]、[ 予備 ] 等の管理項目を利用し、[MEET]フォ
ルダに数量計算書を格納してください。（H15.8.29）

C-88 打合せ簿オリジナルファイル「Mnnnn_mm.XXX」の「nnnn」は、連番でなくてもよいのでしょ
うか。欠番があってもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 欠番があっても問題ありません。（H15.8.29）

C-89 出来形管理図は、計測結果にあわせて寸法値を朱書きで訂正しますが、完成図は、図形デー
タを計測結果にあわせて修正するのでしょうか。または、従来通り寸法値だけの編集で対
応してよいのでしょうか。

　▶▶▶ 計測結果が規定値内であれば、発注図を完成図として納品してください。なお、計測結
果が規定値を超えた場合は図形および寸法値を修正したものを完成図として納品してくだ
さい。（H15.8.29）
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C-90 請負工事に用いる帳票様式に多くの禁則文字が使用されています。修正していただけません
でしょうか。

　▶▶▶ 土木工事共通仕様書に記載されている帳票様式には、禁則文字が含まれている可能性が
あります。また、各地方整備局で異なる帳票様式で運用してきましたが、このほど統一し
た帳票様式を作成しました。http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/form/index.
htmlをご覧ください。（H15.9.11）

C-91 オリジナルファイルのなかでリンクさせて作成した複数のファイルの取り扱い方はどうしたら
いいでしょうか。リンクを解除しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ リンクを解除する必要は特にありません。（H15.9.11）

C-92 着手段階で発注者より受け取った図面は紙媒体でしたが、施工中に発注図面の一部を電子
データで受け取りました。この場合、発注図面の扱いはどのようになるのでしょうか。発注
者からは電子データで渡した図面は電子納品時に使用するように指示があり、紙図面につ
いての指示はありませんでした。

　▶▶▶ 現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 土木工事編 ] に示すとおり、
紙で受け取った発注図面に対しては、紙の成果品を納品してください。電子データで受け
取った発注図面が CAD 製図基準（案）に準拠している内容であれば、電子納品してくだ
さい。（H17.2.18）

C-93 中間検査時に工事写真の提示を求められた場合、どのように対応すればよいか教えてくだ
さい。完了検査時と同様に行う、写真閲覧ソフトを利用して行う、現場事務所に設置して
あるパソコンで行う、内容については個々に事前協議を行うなど、どのようにするのがよい
でしょうか。

　▶▶▶ 中間検査時の工事写真の確認は、完了検査時と同様、受発注者協議の上実施するものと
します。（H15.9.29）

C-94 施工計画書を3、4 種類のソフトを利用して作成しており、それぞれのソフトで作成したデー
タを1つにまとめて最後にページを付与しようと考えています。各電子データのファイル名
をページ番号が分かるように命名してもよいでしょうか。また、電子化されていない文書は
スキャニングしてPDFに変換するべきなのでしょうか。

　▶▶▶ 納品時には、要領（案）の施工計画書オリジナルファイルの命名規則に従って命名してくだ
さい。履行途中の電子データのファイル名については、命名規則を設けていませんので、
管理しやすいファイル名を命名していただいて構いません。紙の資料をスキャニングし、
オリジナルファイルとして取り扱うかについては、受発注者で協議し、決定してください。

（H15.9.29）

C-95 [MEET]フォルダと [PLAN]フォルダ等の [ORG] サブフォルダに格納する資料について
も、使用禁止文字を利用してはいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）で定義している使用文字に準拠してください。使用禁止文字の使用がやむを得
ない場合は、受発注者で協議し、オリジナルファイルにイメージデータとして埋め込んでく
ださい。（H15.10.14）

http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/form/index.html
http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/form/index.html
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C-96 [C-81] の回答で「オリジナルファイルで使われている文字のチェックは行いません。」とあ
りますが、チェックシステムで禁止文字が判別できない場合は、資料を修正しなくてもよい
でしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムは、オリジナルファイル内の使用文字のチェックを行いませんが、要領（案）
の使用文字に準拠して成果品を作成してください。

 （H15.10.14）

C-97 要領（案）[H13.8]P28 7-1電子媒体【解説】（4）に「写真ファイル名にロングネームを使
用する場合には、事前にCD-Rのフォーマット形式を監督職員と協議するものとする」と
記述されていますが、デジタル写真管理情報基準（案）[H14.7] の改訂により、実質削除
という扱いでよろしいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の内容は、実質削除の扱いとなります。デジタル写真管理情報基準（案）[H14.7]
では、写真ファイル及び参考図ファイルの命名規則を定めているため、写真ファイル名にロ
ングネームを使用できません。（H17.2.18）

C-98 電子納品支援ツールを開発しています。（1）ソフトから要領（案）を閲覧できるようにする、（2）
ソフトから電子納品ホームページにジャンプさせるようにする、機能を実装したいのですが、
制約等はありますでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）の閲覧は [A-54] をご覧ください。当ページへのリンクは特に制約は設けていま
せんのでご利用ください。（H15.11.14）

C-99 【電通編】
 電子媒体について、要領（案）（業務と工事）[H15.7] ではMOに関して230MBの記述

が無くなりましたが、土木編の電子納品要領（案）[H13.8] についても同様の扱いと考えて
よいでしょうか。

　▶▶▶ ご質問の通り、土木編の電子納品要領（案）におきましても、電気通信設備編と同様に、
平成 16 年 6月の改訂において、MO の 230MB に関する記述を削除しました。（H17.2.18）

C-100 【電通編】
 要領（案）[H15.7] でMOに関して230MBの記述が無くなったにもかかわらず、“MOの

場合 1枚で納まらない場合は、・・・”という記述が残っているのは、矛盾していると考
えます。

　▶▶▶ ご指摘の通り、「MO の場合1 枚で納まらない場合は、発注者と協議の上、より大容量の
ものを用いて極力1 枚で対応する。」という記述を削除いたします。詳細は正誤表をご覧
ください。（H17.2.18）

C-101 【電通編】
 要領（案）[H15.7] のフォルダ構成図で発注図面フォルダと完成図面フォルダのCAD図

面のファイル名が同じになっているが、平面図（PL）の場合にはC0PL001Z. 拡張子にな
るのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、発注図面のファイル名の改訂履歴は 0となりますので修正いたします。平
面図（PL）の場合は、以下の通りです。

発注図 :C0PL0010. 拡張子
完成図 :C0PL001Z. 拡張子
詳細は、正誤表をご覧ください。（H17.2.18）
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C-102 【電通編】
 要領（案）[H15.7] の「6 ファイル命名規則」にFACILITY.XMLの規定がありませんが、

必要ではないでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘の通り、設備図書ファイルの命名規則がありませんので、FACILITY.XMLを追

加いたします。
 詳細は、正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

C-103 【電通編】
 要領（案）[H15.7]P38で“電気通信設備編において当面は、公印や社印等が必要となる

下記書類についても同様の扱いとする。”となっていますが、工事完成図書の電子納品要領
（案）[H13.8]では公印や社印が必要な書類は電子納品対象なのでしょうか。

　▶▶▶ 現在は、公印が必要な書類は紙を正として取り扱うこととしています。ただし、要領に記
述している通り、受発注者間協議の上、電子納品する場合には、これを妨げるものではあ
りません。（H17.2.18）

C-104 【電通編】
 要領（案）[H15.7]P48 の（14）設備図書オリジナルファイルフォルダ名の記入例、XML

表記例でFACILITYとなっていますが、FACILITY/ORGの間違いではないでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘の通り、設備図書オリジナルファイルフォルダ名の記入例、XML 表記例を

FACILITY/ORG に修正いたします。詳細は、正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

C-105 【電通編】
 要領（案）[H15.7]P57（11）工事開始日とP58（12）工事終了日のデータ表現は、半角

数字ではなく、半角英数字の間違いではないでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘の通り、工事開始日及び工事終了日のデータ表現を、半角英数字に修正いたします。

詳細は正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

C-106 【電通編】
 「工事完成図書の電子納品要領（案）」（H13.8月版ではP70-71）、電気通信設備編（H15.7

月版ではP75-76）の発行日付、受理日付、完了日付のデータ表現は半角数字ではなく半
角英数字ではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、発行日付、受理日付、完了日付のデータ表現は半角英数字となります。
詳細は、正誤表をご覧ください。（H15.11.14）

C-107 【電通編】
 要領（案）[H15.7]P97（3）メーカ名の記入例 メーカ名 : ○○株式会社について、他の記

入例と同様に「○○株式会社」は四角囲いとなるのではないでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘の通り、設備図書管理項目の記入方法のメーカ名記入例を修正いたします。
 詳細は、正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

C-108 [C-37] の回答と [C-62] の回答では、工事完成図書におけるPDFファイルの扱いについ
て矛盾していると思います。

　▶▶▶ 現在、PDFファイルについては、要領（案）に明記していません。オリジナルファイルとし
て PDFファイルしかない場合には、「土木設計業務等の電子納品要領（案）」を参考に提
出してください。（H15.11.28）
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C-109 施工計画書、履行報告書、段階確認書を協議によりPDFで納品する場合、全ページで1ファ
イルとして、内容がわかるようにしおりを付けた形式で納品すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 協議によりPDF で納品する場合、閲覧しやすさのため、無理のない範囲でファイル数を
少なくしてください。しおりについては、作成者の負担のかからない範囲で付与していた
だいて構いません。（H15.11.28）

C-110 電子納品対象工事で完成図を電子納品する場合、従来納品対象となっていた「トレース原
図」「複写（第 2）原図」「透明フィルム」「密着写真製本」も電子納品するのでしょうか。

　▶▶▶ 「トレース原図」「複写（第 2）原図」「透明フィルム」「密着写真製本」は基本的に電子納
品の対象ではありませんが、各地方整備局の運用を事前協議によって確認してください。

（H15.11.28）

C-111 紙で提出する書類を印刷する場合に使用するカラープリンタは、カラーレーザープリンタを
使用しなければならないのでしょうか。インクジェットプリンタではいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、プリンタに関する種類の規定は設けておりません。（H15.12.12）

C-112 【電通編】要領（案）P3（6）「その他資料」で“発注者によっては打合せ簿を書類の鏡と
しない為に、納品が必要な書類の専用フォルダが存在しない場合があるが、その場合はこ
のフォルダとする。”と記述がありますが、これは [OTHRS]フォルダに工事履行報告書、
段階確認書以外の書類が格納されることを意味するのでしょうか。

　▶▶▶ 原則として [OTHRS]フォルダには、工事履行報告書や段階確認書を格納します。ただし、
CAD 製図基準（案）電気通信設備編で定義している通り、[OTHRS]フォルダには、工
事履行報告書や段階確認書以外の納品が必要な書類を格納することもできます。格納し
たファイルには、必ずその他資料管理情報ファイルを記入してください。

C-113 数量計算書を電子納品する場合は、「工事打合せ簿の添付資料とする」とありますが、受
発注者で協議の上、「工事打合せ簿」の管理項目を利用して、工種ごとに1つのオリジナル
ファイルを格納しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 数量計算書は、工事打合せ簿の添付資料として取り扱い、[MEET/ORG] に格納してく
ださい。また、打合せ簿管理ファイルの [ 打合せ簿名称 ]、[ 請負者説明文 ]、[ 予備 ] 等
の管理項目を利用していただいて結構です。工種ごとにオリジナルファイルを取りまとめ
て電子媒体に格納するか等の添付資料の形態は受発注者で協議し、決定してください。

（H15.12.26）

C-114 国土交通省CALS/ECアクションプログラム [2002.3] のフェーズ3（2002-2004）に「工
事等に成果品の電子納品を全面的に導入」とありますが、要領（案）において登録するフォ
ルダを明記されている書類（発注図、打ち合わせ簿、施工計画書、工事履行報告書、段
階確認書、工事写真、完成図、品質管理資料、出来形管理資料）の全てを完成図書とし
て電子納品することを指しているのでしょうか。

　▶▶▶ 「工事等に成果品の電子納品を全面的に導入」とは、電子納品の対象書類を指しているも
のではなく、対象工事を指しています。対象工事は、2001年度から発注予定金額に応じ
て段階的に拡大しており、2004 年度からは全ての直轄工事を対象に電子納品を実施する
予定としています。（H15.12.26）
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C-116 完成検査時の検査方法として、検査時に電子媒体は作成せず、受注者側のパソコンに保存
したデータを用いて確認した後、必要に応じて修正等を行いその場で電子媒体を作成して
提出してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 完成検査の対応については、検査が効率よく行えるように事前に受発注者間の協議により
決定してください。（H16.2.9）

C-117 打合せ記録等の様式が国総研のHPからダウンロードできると聞きました。ダウンロード
サイトを教えてください。

　▶▶▶ 「土木工事共通仕様書」を適用する請負工事に用いる帳票様式は http://www.nilim.
go.jp/japanese/standard/form/index.htmlをご覧ください。（H16.2.10）

C-118 工事打合せ簿のオリジナルファイル作成に関して、 鑑、本文、数量など別々のアプリケーショ
ンで作成したデータをPDF化し、一つのオリジナルファイルとして格納してもよいでしょう
か。またその際、ファイル内容を「本文」と記して格納して問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 電子化された資料がある場合は、電子ファイルをオリジナルファイルとして取り扱ってくださ
い。ただし、工事の特性上、オリジナルファイルのファイル形式による納品が困難な場合は、
受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。（関連 [C-50]、[C-62]）（H16.2.10）

C-119 1件の工事に複数の工区が存在する場合、効率的に写真管理を行うため、以下のとおりシ
リアル番号とファイル名を命名しても問題ないでしょうか。

   シリアル番号 オリジナルファイル名
 1工区 1  ～ 1999 P0000001.JPG ～ P0001999.JPG
 2 工区 2000 ～ 2999 P0002000.JPG ～ P0002999.JPG
 3 工区 3000 ～ 3999  P0003000.JPG ～ P0003999.JPG
 4 工区 4000 ～ 4999  P0004000.JPG ～ P0004999.JPG
 また、打合せ簿・施工計画書・品質管理資料・出来形管理資料・工事履行報告書・段階

確認書等も同様の扱いで命名してもよいでしょうか。
　▶▶▶ 提出時の電子媒体を通して一連のまとまった写真についてユニークであれば、中抜けして

も問題ありません。（H16.2.26）

C-120 その他資料管理項目の [保管場所 ] について、記入内容の説明には「保管する場所を記入
する」とありますが、具体的に何を記入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 供試体など電子化できないものを納品する場合の箱やバインダ番号を記入します。
（H16.2.26）

C-121 完成図書を電子納品する場合ですが、電子納品支援ソフトの一覧表は、ないでしょうか。
　▶▶▶ 当 Webサイトではソフトの一覧表はありません。（H16.2.26）

C-122 【電通編】
 「工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編」には、例えば港湾での港湾土木

工事工種体系ツリーに相当するようなものはないのでしょうか。もしあれば電子データをい
ただきたいのですが、入手方法等を教えていただけませんか。

　▶▶▶ 電気通信設備編では、ご指摘の工種体系ツリーに相当する資料はございません。共通仕
様書の項目等をご参照ください。（H16.3.16）

http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/form/index.html
http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/form/index.html
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C-123 [ 工事情報 ] の管理項目で発注者 -大中小分類の記入内容は、それぞれCORINSの中小
細分類に対応するとなっていますが、実際に入力すると、以下ようになります。

例）
大分類－北海道
中分類－（土木現業所）
小分類－札幌土木現業所

 望ましい記述内容は、
大分類－北海道
中分類－札幌土木現業所
小分類－○○工事事務所

 となるのでしょうか。
 このことから、CORINSの小分類項目でカッコで記述されている情報は入力不要と判断し

てもよいでしょうか。
　▶▶▶ CORINS の分類項目にてカッコで記述されている情報についても記入を行ってください。

上記の場合、以下の記入内容となります。
大分類－北海道
中分類－（土木現業所）
小分類－札幌土木現業所

 （H16.3.16）

C-124 [C-69]、[C-46] にて「打合せ簿を時系列で並べること」とありますが、[発行日付 ][ 受
理日付 ][ 完了日付 ] のどの日付を基準に並べたらよいでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では特に規定していませんが、[ 完了日付 ] を基準に整理するのが合理的です。
（H16.3.16）

C-125 情報共有システムを利用して、受け渡しを行った「工事打合簿」等も電子納品の対象になる
との事ですが、システムを利用してやりとりした内容を、具体的にどのようにして電子媒体
にして納品したらよいでしょうか。画面のハードコピーを取るのでしょうか。

　▶▶▶ 情報共有システムに登録した「工事打合せ簿」等を電子納品の対象とすることや、納品の
方法については、受発注者間の事前協議で決定してください。（H16.3.16）

C-126 施工計画書の提出の際に作成する工事打合せ簿は、[MEET]と [PLAN] のどちらのフォ
ルダに格納するべきでしょうか。

　▶▶▶ 工事打合せ簿（鑑）は、[MEET]フォルダに格納してください。（H16.3.16）

C-127 DTDファイルについて、
<!-- INDE_C02.DTD / 2004/04-->
<!ELEMENT constdata （基礎情報 ,ソフトウェア情報 ,,,,予備 *）>
<!ATTLIST constdata DTD_version=02>
と入力しましたが、
『テキスト内容に無効な文字が見つかりました。
/INDE_C02.DTDの実行エラーです。』と出ます。
どのように変更すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ DTDファイルの3 行目に誤りがあります。正しくは次の通りです。
<!ATTLIST constdata DTD_version CDATA #FIXED 02>
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 なお、当ホームページで公開しているDTDファイルは編集せず、そのままご利用ください。
 （H16.4.28）

C-128 工事管理項目の[工事番号]に記入するCCMS設計書番号は、何を調べればわかるのでしょ
うか。

　▶▶▶ [ 工事番号 ] は発注者が定める工事番号を記入しますので、発注者へお問い合わせくださ
い。（H16.4.28）

C-129 デジタルカメラから取り込んだ写真（JPEG）ファイルを打合せ簿の添付資料として納品す
る場合、打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報には、何を記入すればよい
のでしょうか。

　▶▶▶ [ 打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報 ] には、工事写真のJPEGファイ
ルを整理・編集したソフトウェア名及びバージョン情報を記入してください。

 （H16.4.28）

C-130 先日、ある県で行われた電子納品の説明会に参加しましたが、県ではXMLではなく
Excel のフォームをDLして記入、提出するとききましたが、国交省対応のソフトを購入し
て実際使っているので戸惑っています。使い分けなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 地方自治体の要領（案）に関する内容については、当該の地方自治体へお問い合わせく
ださい。（H16.5.24）

C-131 [DRAWINGS]フォルダに格納する発注図面はなく、[SPEC]フォルダに特記仕様書だけ
を格納する場合、XMLファイルを作成しなくても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 上記の場合、XMLファイルを作成しなくても問題ありません。（H16.5.24）

C-132 工事に関する各ファイルの容量の制限はどの程度なのでしょうか。
　▶▶▶ 各ファイル容量の制限については、受発注者で協議し、決定する事項です。（H16.5.24）

C-133 【機械編】
 工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編の施設コードの取り方で、施設小分類 [f]

の追番は各事務所単位とあります。着手時に受発注者で確認するということでよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 施設小分類 [f] の追番は各事務所単位で決定することとなっていますので、受発注者間の
事前協議で決定してください。（H16.5.24）

C-134 工事完成図書の発注図面の取り扱いでCAD製図基準（案）に準拠していないCAD図面
は電子媒体に格納しない方がよいのでしょうか、エラーが発生しても、そのまま格納してお
くほうがよいのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 製図基準（案）に準拠していない発注図面の格納方法については、受発注者で協
議し、決定してください。（H16.5.24）

C-135 同じ名称の打合せ簿に受理日付・発行日付が違うファイルをリンクさせたいのですが、その
場合、「打合せ簿 1」「打合せ簿 2」など打合せ簿名称を変更して管理しなければいけない
のでしょうか。例えば、安全管理など毎月発生する資料で工期が複数年に渡った場合、ファ
イルの数がかなりの枚数になるため、1つ 1つのファイルに対して受理日付・発行日付の管
理を行いたいと思います。しかし、打合せ簿に対してしか日付の設定ができない為に「安全
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管理 1」「安全管理 2」・・・というように同じ名称の打合せ簿がかなりの量で作成するこ
ととなるため、1つの打合せ簿にまとめた形で発行日付・受理日付を管理する方法はないの
でしょうか。

　▶▶▶ 打合せ簿の管理項目の名称やシリアル番号を利用し、取り纏める等の工夫をしてください。
 例）シリアル番号を、安全管理以外のファイルは日々提出される順番に、（1～ 999 番）付し、

1000 番台以降を安全管理とする等。
 （H16.5.24）

C-136 測点、距離標に起点-n・起点-mとありますが、n・mの意味が分からないので教えてください。
　▶▶▶ 測点の「n」は測点番号、「m」は測点からの距離をメートルで記入します。距離標の「n」には、

起点側からの距離のキロメートル、「m」にはメートルを記入します。（H16.6.4）

C-137 [C-45] の回答に関して、[MEET/ORG]フォルダの下でなく、電子媒体のルート部に任意
のフォルダを追加するのであれば問題ないのでしょうか。もしくは、一切の任意のフォルダ
は追加できないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）で定めているフォルダ構成が原則となりますが、要領（案）で定められているフォ
ルダに該当しない資料を電子媒体に格納する場合は、ルート部にフォルダを設けて資料を
格納するようにしてください。なお、フォルダ名およびファイル名は 8 文字以内にしてくだ
さい。（参照 :[A-59]）（H17.2.18）

C-138 要領（案）で定められたフォルダ構成を1つのフォルダに格納し、別の任意のフォルダに
協議にて決めた成果品を格納することは可能なのでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体のルート部には、要領（案）で定められたフォルダ構成のとおりデータを格納し
てください。なお、協議により任意のフォルダを作成する場合は、ルート部にフォルダを
設けてください。その際、フォルダ名およびファイル名は 8 文字以内にしてください。（参
照 :[A-59]）（H17.2.18）

C-139 文書作成ソフトとして使用するソフトウェアは協議にて取り決めを行うことができるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 受発注者で協議し、利用するソフトウェアを決定してください。その際は、ソフトのバージョ
ンについても協議して決定してください。（H16.6.4）

C-140 【機械編】
 H16.3 版のDTDをダウンロードしましたが、文字化けしているファイルがあります。他に

もこのような現象があるのでしょうか、それともコンピュータの環境によるのでしょうか。
　▶▶▶ DTDファイルは、コンピュータの利用環境（OS や閲覧ソフト）及び設定によって文字化

けすることがありますのでご注意ください。（H16.6.4）

C-141 「電子納品運用ガイドライン（案）」では、PDFはオリジナルファイルから変換した場合オ
リジナルデータとならないと記されていますが、オリジナルデータの基本的な考え方を教え
てください。

　▶▶▶ PDF ファイルをオリジナルファイルから変換した場合にオリジナルデータとならない理由
は、オリジナルファイルをオリジナルデータとして扱うためです。また、紙でしか存在しな
い資料をスキャニングして PDFを作成した場合は、PDFファイルがオリジナルデータとな
ります。（H16.6.4）
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C-142 【機械編】
 機械設備工事編に係わるDTD、XML出力例をダウンロードし、解凍したところ、要領（案）

のフォルダ構成図（5/7）（6/7）に示してある「実施仕様書管理ファイ ル」「計算書管理ファ
イル」「機器図管理ファイル」「施工管理記録書管理ファイル」「取扱説明書管理ファイル」
がありませんでした。

 また、フォルダ構成図（6/7）の「施工図面管理ファイル」はD_DRAWF.XMLとなってい
ますが、解凍したものはDRAWING.XMLでした。どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 施工図フォルダに格納する「実施仕様書管理ファイル」「計算書管理ファイル」「機器図管
理ファイル」「施工管理記録書管理ファイル」「取扱説明書管理ファイル」は、公開してい
る完成図書フォルダに格納するXMLと同じ構成となりますので、ファイル名を変更して利
用してください。（例 :BS.XMLをコピーし、DS.XMLとファイル名称を変更して内容を記
入する。）

 また、DRAWING.XMLは、DRAWINGS.XML および D_DRAW.XMLと同じ構成となっ
ていますので、こちらもファイル名を変更して利用してください。

 なお、DTDファイルは名称、記入内容を変更せずそのまま利用してください。（H16.7.2）

C-143 ある自治体の発注工事で、電子納品は<レベル 0>の試行と記載されていました。国土交
通省の電子納品では、レベルを設定しているのでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省の電子納品では、レベルは規定していません。（H16.7.2）

C-144 【機械編】
 械設備工事編のXMLについて、「DLI001_1.XML」と「DLA001_1.XML」は、参照して

いるDTDに記述されていない要素があります。
　▶▶▶ 施設台帳および機器台帳の個別管理項目（付属資料）のDTDを追加しました（H16.6.28

掲載）。これに伴い、DTD・XMLを修正しましたので、再度ダウンロードしてご利用くだ
さい。（H16.7.13）

C-145 【機械編】
 機械工事の中に土木工事を含む場合（例えば2 次コン工事等）は、機械設備工事編以外

の測量成果電子納品要領（案）および工事完成図書の電子納品要領（案）も考慮して成果
品を作成すべきでしょうか。

　▶▶▶ 提出する電子媒体は、原則として 1つの工事に対して、準拠する上位要領（例 : 機械設備
工事の場合は工事完成図書の電子納品要領（案）[ 機械設備工事編 ]）は 1つです。機
械工事で発注された成果品は、要領（案）機械設備工事編に準拠して作成してください。

 機械設備工事における測量および土木工事の資料の取り扱いについては、特記仕様書に
記載されている事項を踏まえて、受発注者で協議し、決定してください（例 :[OTHRS]フォ
ルダにその他オリジナルファイルとして格納する）。（参照 :[C-68]）（H17.2.18）

C-146 【機械編】
 P21 工事管理項目（4/4）- 場所情報の「北側境界座標経度」、「南側境界座標経度」は、

「北側境界座標緯度」、「南側境界座標緯度」の間違いではないでしょうか。公開されてい
るDTD、XMLも同様です。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、「北側境界座標緯度」、「南側境界座標緯度」の誤りです。詳細は正誤
表をご覧ください。（H16.7.27）
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C-147 要領（案）[H16.6] の打合せ簿管理項目の関連資料の「シリアル番号」が DTDファイル
内で宣言が抜けています。DTDの 24 行目に以下の記述が必要ではないでしょうか。

 <!ELEMENT シリアル番号 （#PCDATA）>
　▶▶▶ DTD は、XML1.0 の規約に準じて作成しています。DTD のなかで同一要素の複数宣言

はできません。ご指摘の「シリアル番号」の要素宣言は、1回宣言していますので、残り
は出現回数のみ定義しています。詳しくは、「JIS X 4159:2002 拡張可能なマーク付け言語

（XML）」または、これに関連した書籍をご覧ください。（H16.7.27）

C-148 要領（案）[H16.6] のその他管理項目のオリジナルファイル情報内に「シリアル番号」、「予備」
含まれておりますが、打合せ簿や施工計画書などそのほかの管理項目の状況を考えますと、
「シリアル番号」は、その他資料情報の要素として、「予備」は、その他の要素に含まれる
べきではないでしょうか。電気通信設備編も同様です。

　▶▶▶ その他管理ファイルでは、具体的に格納する成果品を受発注者協議としており、柔軟に対
応できるよう1つのオリジナルファイルに対して [ 予備 ] の管理項目を定義しています。他
の管理ファイルでは、施工計画書などの文書単位で [ 予備 ] を定義しています。（H16.7.27）

C-149 電子納品のCDラベルに記載する作成年月は、竣工時の年月でよいでしょうか。あるいは、
全ての完成図書がそろった段階で媒体を提出する際の年月（工期終了後の場合もある）を
記載すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 通常、電子成果品は工期終了時に提出するため、工期終了時の年月を記入することになり
ます。ただし、発注者からの指示があった場合は、その年月を記入してください。（H16.7.27）

C-150 要領（案）[H16.6]では、[OTHRS]フォルダは監督員と協議のうえフォルダ作成が可能と
なり、サブフォルダを連番で作成し、「格納データは各種維持管理システムや工事の特性に
応じたデータを格納する」と記載されています。 要領（案）[H13.8]で格納していた履行報
告書・段階確認書についての記載がありませんが、従来どおり[OTHRS]フォルダのサブフォ
ルダ（ORGnnn）に格納して問題ないでしょうか。

　▶▶▶ サブフォルダ内に履行報告書・段階確認書を格納していただいても問題ありません。
（H16.7.27）

C-151 要領（案）[H13.8] の工事管理項目の情報施設とは、何を指しているのでしょうか。
　▶▶▶ [ 施設情報 ] が正しい項目名です。付属資料に示しているDTD・XMLをご参照ください。
 [ 施設情報 ] には、当該工事の対象となっている施設名称を記入してください。（H16.7.27）

C-152 要領（案）[H16.6]では、打合せ簿管理項目の打合せ簿情報として関連する図面や写真が
ある場合には、図面管理項目の図面ファイル名や写真管理項目のシリアル番号を記入する
と規定されています。また、付属資料2管理ファイルのXML記入例では、最終的な電子
成果品としての図面ファイル名や写真のシリアル番号が記入されているようですが、打合せ
簿作成時（打合せ時）は工事途中ですので図面ファイル名や写真のシリアル番号は確定し
ていないのではないでしょうか。

 また、工事途中に電子メールで打合せ簿に図面を添付する場合のファイル形式は、必ずし
もP21形式でなくてもよい（事前協議で決める）と思われるのですが、電子成果品として
納品する時点でP21形式に変換することになるのでしょうか。

　▶▶▶ 工事途中における図面ファイル名や写真のシリアル番号は確定してませんが、電子成果品
の作成時において、打合せ簿と関連する図面と写真が [DRAWINGF] および [PHOTO]



60　　工事完成図書の電子納品要領（案）-C60　　工事完成図書の電子納品要領（案）-C

フォルダに格納されている場合は、[ 関連資料 ] に定義している管理項目と関連づけてくだ
さい。

 図面のファイル形式については、工事途中は P21 形式でなくても問題ありませんが、成果
品として納品する際には P21 形式で提出してください。（H16.7.27）

C-153 要領（案）[H16.6] では、[OTHRS]フォルダ内にORG001～ ORGnnnとサブフォルダ
を作成して、その中にオリジナルファイルを格納しますが、その際のファイル命名規則はな
いのでしょうか。半角英数 12 文字以内ならばどのようなファイル名としてもよいでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] では、[OTHRS]フォルダに格納するオリジナルファイルのファイル名は
固定していません。ファイル名は半角英数大文字 8 文字以内、拡張子3 文字以内で受発
注者で協議の上、決定してください。（H16.8.9）

C-154 [G-23] の回答にて、工事要領（案）で定めている「工事番号」が正しいです。とありますが、
関東地方整備局がまとめた「電子納品に関する手引（案）」（全国共通版）には、CORINS
登録番号とあります。また、ガイドライン（案）[H16.3] の納品書例にもCORINS登録番
号と記載が残っています。

　▶▶▶ 要領（案）および運用ガイドライン（案）[H16.3] で定めているとおり、「工事番号」を使用
してください。また、「電子納品に関する手引き（案）」に関するご質問は、策定した各地
方整備局にお問い合わせください。なお、ガイドライン（案）の電子媒体納品書例に誤り
がありましたので修正します。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.7.27）

C-155 【機械編】
 公開されているDTDとXMLのサンプルで、XMLに記述されているファイル名が要領（案）

に記述されているものと異なっています。
 （例、要領（案）P51では、B計算書の命名規則は「BCnnn_m.PDF」の形式であるのに、

BC.XMLのタグの中にはBC01_01.DOCと記述されています。）
　▶▶▶ ご指摘のとおり、XMLの記入内容に一部誤りがありました。詳細は正誤表をご覧ください。

（H16.8.9）

C-156 要領（案）[H16.6] のフォルダ構成では、電子媒体のルート直下のフォルダのうち「格納す
る電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい」とありますが、「作成してはな
らない」との意味ではなく、作成しても作成しなくてもどちらでも構わないという意味でよい
でしょうか。

 また、その他フォルダの「ORGnnn」サブフォルダはその他フォルダのルート直下にのみ作
成できるとの認識で間違いないでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体のルート直下のフォルダは、格納する電子データファイルがない場合、作成して
も作成しなくてもどちらでも構いません。また、その他フォルダの「ORGnnn」サブフォル
ダはその他フォルダのルート直下にのみ作成できます。（H16.8.9）

C-157 要領（案）[H16.6] において、『4-4その他管理項目』の「その他サブフォルダ名」「その
他サブフォルダ日本語名」は『4-1工事管理項目』の「その他オリジナルファイルフォルダ名」「そ
の他オリジナルファイルフォルダ日本語名」と対応すると読み取れますが、間違いないでしょ
うか。

 また、『4-4その他管理項目』の「その他サブフォルダ日本語名」は、『4-1工事管理項目』の「そ
の他オリジナルファイルフォルダ日本語名」に対応する場合、工事管理項目の必要度が「◎ :
必須」に対し、その他管理項目では「○ : 条件付き必須記入」となっていますが、問題な
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いでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘の管理項目はそれぞれ対応していますので、同じ内容を記入してください。なお、

工事管理項目では、要領（案）で規定するフォルダに関するすべての情報を管理していま
すので、「その他オリジナルファイルフォルダ」を作成した場合は、「その他オリジナルファ
イルフォルダ日本語名」も必ず記入してください。（H16.8.9）

C-158 要領（案）[H16.6] の業務・工事管理項目の「対象河川コード」は複数記入可となっていますが、
DTDでは複数記入の定義になっていません。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、業務・工事管理項目のDTD の記述に誤りがありました。正誤表をご確
認ください。（H16.9.3）

C-159 表計算ソフトで作成した文書等も、すべてPDFファイルに変換して納品するようにと発注
者側から指示されたのですが、PDFファイルに変換する必要はあるのでしょうか。

　▶▶▶ オリジナルファイルのファイル形式は、監督職員と協議の上決定した形式にて納品してくだ
さい。（H16.9.3）

C-160 【機械編】
 打合せ簿管理項目の [オリジナルファイル内容 ] の文字数は 64となっていますが、他の管

理項目は全て127となっています。また、「工事完成図書の電子納品要領（案）[H16.6]」
では「オリジナルファイル日本語名」項目が追加されましたが、機械設備工事編では必要
ないのでしょうか。

　▶▶▶ 打合せ簿管理項目の [ オリジナルファイル内容 ] は 64文字としています。一般土木分野や
電気通信設備分野の要領（案）[H16.6] において新規追加・変更された管理項目について
は、機械設備工事編で適用するかどうか今後検討していきます。（H16.9.15）

C-161 要領（案）[H16.6]P8 の工事管理項目に記載されている、「水系・路線情報」ですが、「水系・
路線情報」内に含まれている項目を記入した場合、[ 対象水系路線名 ] は必ず記入しなけ
ればいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 「水系・路線情報」に関する各管理項目は、データがわかる場合は必ず記入してください。
[ 対象水系路線名 ] についても同様に記入してください。（H16.9.15）

C-162 要領（案）[H16.6] において、その他資料のシリアル番号は、格納するサブフォルダが異
なれば、同一のシリアル番号を使用してもかまわないでしょうか。

　▶▶▶ シリアル番号は、サブフォルダごとに管理していますので、格納するサブフォルダが異なれ
ば、同一のシリアル番号を利用していただいても結構です。（H16.9.15）

C-163 [C-156] に関連して、成果品が複数枚の媒体にまたがる場合、例えば1枚目の媒体には打
合せ簿が格納されているが、2枚目の媒体には打合せ簿が存在しない場合、1枚目2枚目
共に「MEET/ORG」というフォルダを作成するという認識でよいでしょうか。

　▶▶▶ 成果品が複数枚になった場合であっても、格納する電子データファイルがない時には、フォ
ルダは作成しても作成しなくてもどちらでも構いません。（H16.9.15）
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C-164 [C-157] について、工事管理項目の [その他オリジナルファイルフォルダ日本語名 ]と、そ
の他管理項目の [その他サブフォルダ日本語名 ] が対応しているということは、その他管
理項目の [その他サブフォルダ日本語名 ] の必要度は◎（必須記入）であるという認識で
よいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の認識で問題ありません。（H16.9.15）

C-165 [その他オリジナルファイルフォルダ日本語名 ] は重複してもよいでしょうか。
　▶▶▶ サブフォルダに格納している資料がそれぞれ明確に把握できるよう、重複記入はしないよ

うにしてください。（H16.9.15）

C-166 要領（案）[H16.6] にの [工種 -工法型式 ] の記入に関して、住所情報と同様に以下の通
りでよいでしょうか。

 「同一の対象工種の2つの工法型式の場合」
<工種 -工法型式 >
  < 工種 >土工事</工種 >
  < 工法型式 >掘削または切土工</工法型式 >
  < 工法型式 >盛土または埋戻し工</工法型式 >
</工種 -工法型式 >

 「異なる対象工種の工法型式の場合」
<工種 -工法型式 >
  < 工種 >法面工事</工種 >
  < 工法型式 >法面工</工法型式 >
</工種 -工法型式 >
<工種 -工法型式 >
  < 工種 >落石防止工事</工種 >
  < 工法型式 >落石防止工</工法型式 >
</工種 -工法型式 >

　▶▶▶ ご指摘のとおりの記入方法で問題ありません。（H16.9.15）

C-167 【機械編】
 機器台帳 XMLにおいて、付属施設の流木止設備のように複数の機器で構成される場合、

機器名毎に台帳情報（XMLファイル）を作成するのでしょうか。それとも、ひとつのXML
ファイル内に複数の機器の情報を入れて作成するのでしょうか。

　▶▶▶ 機器台帳ファイルは、構成する各機器毎に作成してください。なお、付4-35 の共通 DTD
（DLA01.DTD）の構造図に誤りがありましたので、修正します。詳細は正誤表をご覧くだ
さい。（H16.10.4）

C-168 要領（案）[H16.6] に関して、工事管理項目の [住所 ][ 住所コード ] の記入者欄ですが 、
[H13.8] 版では「■」になっていますが [H16.6] 版では「□」に変更されています。

 この項目はCORINSデータファイルより、取込むことが可能な項目で、「■」ではないでしょ
うか。同様に「工事実績システムバージョン番号」も「■」ではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の管理項目は、国土交通省の一般土木事業に対応した電子納品支援ソフトの場合
は取り込むことが可能と考えられます。しかし、CORINSデータを利用しない発注機関に
おいて要領（案）を用いられるとき、読み替え措置として講じられていることがあります。
この実態を踏まえて「■」から「□」に改訂しました。（H16.10.4）
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C-169 距離標の入力方法につい、”0Km -200mという距離標があった場合、管理情報には以下
のとおり記入すればよいでしょうか。

起点側距離標 -n: -00
終点側距離標 -m: 200

　▶▶▶ 現行の要領（案）では、距離標にマイナスが発生することは稀な場合と想定し、距離標に
マイナスを記入する措置は設けていません。距離標にマイナスを記入せざるをえない場合
は、受発注者協議により取り扱いを決定してください。（H16.10.4）

C-170 打合せ簿管理項目に関して、シリアル番号に「上位打合せ簿シリアル番号」と「下位打合
せ簿シリアル番号」の属性が定義されてますが、上位及び下位の打合せ簿が 2つ以上存在
するケースはないのでしょうか。また、2つ以上存在するケースがある場合は、どのように
対処したらよいでしょうか。

　▶▶▶ 関連する打合せ簿が複数ある場合、関連づけを行う必要度が最も高い打合せ簿を1つ選
択して記入してください。（H16.10.4）

C-171 CD-Rのフォーマットは、ISO9660フォーマット（レベル1）とする。とありますが、このフォー
マットで書き込むための市販されているソフトがあるのでしょうか。

　▶▶▶ ISO9660（レベル1）の論理フォーマットは、ほとんどの CD-R作成ソフトで設定できます。
詳細は CD-R作成ソフトの取扱説明書等をご確認ください。（参照 :[A-65]）（H16.10.4）

C-172 オリジナルデータを電子化する場合には、禁則文字等を配慮してオリジナルデータを作成し
なくてはならないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] では、長期的な見読性を確保するため使用できる文字を最小限に規定
しています。使用文字制限の対象を管理ファイルのみとしていますが、オリジナルファイル
についても、可能な限り準拠して作成してください。（H17.2.18）

C-173 【機械編】
 完成図書フォルダ及び施工図フォルダに格納する各PDFファイルにおいて、「しおり」を

作成する等の規定が記載されていません。特に作成する必要はないのでしょうか。
　▶▶▶ 完成図書フォルダ及び施工図フォルダに格納する各 PDFファイルにおける「しおり」の作

成は任意です。しかし、複数種類の資料を1つのPDFファイルにまとめる場合は、内容
がわかるように可能な限り文書ごとにしおりを付けてください。（H16.10.19）

C-174 現在、工事請負金額に関わらず、全ての国土交通省発注の工事が電子納品となっています
が、工事請負金額が小さいもの（500万円以下）については、CORINS登録をしていませ
ん。そのため、工事情報に必要な情報を登録することができないのですが、どのようにす
ればよいでしょうか。

　▶▶▶ CORINS 登録を行っていない工事においても、工事管理項目は CORINS に記載されてい
る情報項目にできるだけ準拠して記入してください。（H16.11.1）
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C-175 打合せ簿を [MEET]フォルダへ格納する場合は、種類に関係なく時系列で並べていくので
しょうか。それとも時系列に関係なく種類別に格納していくのでしょうか。

 また、打合せ簿の鑑と資料は1つのPDFファイルにして [MEET]フォルダへ格納すべき
ものなのでしょうか。あるいは、鑑と添付資料は別々のPDFファイルにすべきものなのでしょ
うか。

　▶▶▶ 原則、時系列に付番してください。ただし、受発注者の協議により、種類別に付番する
場合は、それに準じてください（参考 :[C-69]）。

 また、打合せ簿の鑑と資料のファイルの取扱いについては、受発注者協議により、決定し
てください。（H16.11.1）

C-176 打合せ簿管理項目において、関連資料として図面ファイルと関連付けできますが、発注図
面および完成図面において同じファイル名で内容の関係しないファイルが存在した場合、
どちらが本来の関連資料であるか判別できません。この場合、どのように判別すればよいで
しょうか。

　▶▶▶ 図面ファイルと関連付けが必要な場合において、発注図フォルダと完成図フォルダに同一
ファイル名称の図面がある場合には、同一ファイル名称を避けるため、受発注者協議にて
整理番号を変更することで対応してください。（H16.11.16）  

    
C-177 MEET03.DTDでは、打合せ簿に対しての「シリアル番号」と、意味的に異なる写真管理

項目の「シリアル番号」に同一の要素名「シリアル番号」が利用されていますが、別の要
素名とすべきではないでしょうか。

 また、現在のDTD構成上、写真管理項目の「シリアル番号」に対して、属性として「上位
打合せ簿シリアル番号」「下位打合せ簿シリアル番号」を挿入してもXML 文法上可能となっ
ています。これは、関連する写真に対しても上位、下位の関連づけが打合せ簿管理ファイ
ル上で可能ということを意図しているのでしょうか。

　▶▶▶ 関連資料の [シリアル番号 ] は、写真管理項目の [シリアル番号 ] を関連付けるために、
要素名をそのまま利用しています。

 また、ご指摘のとおり、XML1.0 の規約によると、関連する写真の情報を記入する関連資
料の [シリアル番号 ] に対しても上位、下位の関連づけができますが、要領（案）では関
連づけることを規定していません（意図していません）。（H16.11.16）

C-178 水系 - 路線情報について、測点情報でいずれか1つでも記述した場合は残りの3項目も必
ず記述する必要はあるのでしょうか。

 例えば、起点側測点 -nと終点側測点 -nに記述した場合、起点側測点 -mと終点側測点
-mの記述も必須でしょうか。また、距離標情報も同様でしょうか。

　▶▶▶ 場所情報を表す管理項目を記入する場合は、ご指摘のとおり関連する管理項目を全て記
入してください。（H16.11.16）

C-179 土木設計業務等の電子納品要領（案）では、16 年版よりTECRISの [ 業務キーワード ]
等も半角英数字で記入するようになっています [D-167] が、工事完成図書のCORINSの
工種・工法形式等の扱いはどのようになるのでしょうか。例えば、「PC橋上部工事」「NATM,
矢板トンネル,TBM」など、英字が含まれている場合。

　▶▶▶ 「土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6]」と同様に、工事管理項目に記入する英
数字は、半角英数字で記入してください。（H16.11.16）
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C-180 要領（案）[H16.6] の [ORGnnn] サブフォルダにはどんな資料を格納するのでしょうか。
　▶▶▶ [ORGnnn] に格納する資料は、監督職員の承諾を得た各工事の特性に応じたデータ等を

格納してください。（H16.12.2）

C-181 要領（案）[H16.6] の付 2-3 のXML 記入例において、<?xml-stylesheet type=text/
xslhref=MEET_03.XSL?>とありスタイルシートを参照していますが、MEET_03.XSL
というスタイルシートは、どこにあるのでしょうか。

 また、XML作成の際に、このタグは必要となりますでしょうか。
　▶▶▶ スタイルシートは、XMLファイルの表示形式（体裁）を指定するファイルであり、電子納

品作成支援ツール等によっては自動的に作成されています。スタイルシートを格納する場
合は、要領（案）[H16.6] のXML 記入例にしたがって格納するフォルダの管理ファイル（XML
ファイル）にスタイルシート（XSL）を指定する宣言を行ってください。（H16.12.2）

C-182 要領（案）では、[DRAWINGS]フォルダの下の [SPEC]フォルダに特記仕様書を格納す
ることとなっています。特記仕様書以外の報告書等は、管理ファイル（XML）の作成が必
須となっていますが、特記仕様書の管理ファイルが作成不要となっている理由を教えてくだ
さい。

　▶▶▶ 各管理ファイルは電子媒体に格納された成果品を後工程において利活用するために作成す
ることとしています。特記仕様書については、当該業務・工事の仕様（電子媒体）を確認
する際にのみ閲覧することを想定しており、発注者から提供された特記仕様書をそのまま
[SPEC]フォルダへ格納することとしています。（H16.12.2）

C-183 要領（案）[H16.6] の打合せ簿管理項目において、関連資料 - 図面ファイル名を記入する
ように記載してありますが、この際の図面とは「完成図」と「発注図」のどちらを対象とし
ているのでしょうか。それとも、どちらか一方ではなく、両方とも対象にしてよいのでしょうか。

　▶▶▶ 打合せ簿管理項目の [ 関連資料 - 図面ファイル名 ] は、「完成図」と「発注図」のどちら
を対象としていただいても結構です。 （H16.12.2）

C-184 要領（案）[H16.6] の打合せ簿情報で、「シリアル番号」が半角数字で入力するようになっ
ているのに対し、「上位打合せ簿シリアル番号」、「下位打合せ簿シリアル番号」は半角英
数字で入力するようになっています。後者の2項目については、半角数字でよいのではない
でしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、通常、半角数字を記入することになります。 （H16.12.2）

C-185 平成 15 年度の契約工事において、段階確認書（段階確認書、確認立会願、材料確認願）
の総書類数が、300 程度になりそうです。

 CHKnn_mm.XXXの nnの番号が、Z9を超えた場合はどうすればよいでしょうか。
　▶▶▶ ファイル名を「CHKZ9_mm.XXX」まで利用すると、359 種類のファイルを区別すること

が可能となります。359 種類の区分で足りない場合は、ファイルをまとめる、mmを使う等
により、対応してください。（H16.12.2）  
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C-186 【機械編】
 開されている機器台帳のDTDファイルのうち「A029_01.DTD」の一行目と二行目の要素

名が、「共通施設 _ 遠隔監視操作制御設備」になっていますが、要領（案）のP.38では、
No29は「揚排水ポンプ設備 _ 燃料系統設備」となっています。

　▶▶▶ ご指摘のとおり「A029_01.DTD」は「揚排水ポンプ設備 _ 燃料系統設備」の機器台帳です。
詳細は正誤表をご覧ください。（H16.12.2）             

            
C-187 【機械編】
 要領（案）P5の「3フォルダ構成」には、「K_DRAW」フォルダには「D_LDR」サブフォ

ルダを置く。と記載されていますが、P19の [台帳フォルダ名 ]の記入内容には（K_DRAW/
LDRで固定）との記載があります。どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり[台帳フォルダ名]の記載に誤りがありました。台帳フォルダ名は、「D_LDR」
です。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.12.2）   

               
C-188 打合せ簿、施工計画書、その他資料のDTDのファイル命名規則が、P.5、P.18では

MEET_03.DTD、PLAN_03.DTD、OTHRS_03.DTDとなっていますが、配布DTD及
び付属資料中では、全て_ 文字が抜けております。

　▶▶▶ ご指摘の通り、要領（案）の記載に誤りがありました。DTDファイル名称は、公開してい
るDTDおよび付属資料の記載に従ってください。（H16.12.13）

C-189 【電通編】
 要領（案）[H16.6] の表 4-1 工事管理項目（1/2）にて「設備図書フォルダ名」「設備図書

オリジナルファイルフォルダ名」のデータ表現が”全角文字 半角英数字”となっておりま
すが、「打合せ簿フォルダ名」「打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名」等のデータ表現は”
半角英数大文字”となっており、異なっています。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、要領（案）[H16.6] の表 4-1 工事管理項目（1/2）に示す「設備図書フォ
ルダ名」「設備図書オリジナルファイルフォルダ名」のデータ表現は、半角英数大文字とな
りますので訂正します。詳細は正誤表をご覧ください。（H17.1.12）

C-190 要領（案）[H16.6] の工事管理項目の [ 請負者コード ] には、「発注者が定める請負者コー
ドを記入する。」とありますが、実際に記入されている番号はどういった番号なのでしょうか。
例えば、CORINS登録番号を記入している等。

 また、業務管理項目では、[業務実績システム登録番号 ] にTECRIS登録番号を記入する
ことが必須となっていますが、工事管理項目でCORINS登録番号の記入を必須としていな
い理由はあるのでしょうか。

　▶▶▶ [ 請負者コード ] には、各地方整備局で管理している番号を記入することとしていますの
で、受注している工事の監督職員へ問い合わせてください。また、工事管理項目には、
CORINS 登録番号を記入する項目を規定していませんので、要領（案）をご確認ください。

（H17.1.12）     

 
C-191 工事管理項目の[工事実績システムバージョン番号]には具体的に何を記入するのでしょうか。
　▶▶▶ 工事実績システムバージョン番号とは、CORINS のシステム（入力システム）バーションの

ことです。CORINS入力システムについては、日本建設情報総合センターのホームページ
に掲載されています。詳しくは http://www.ct.jacic.or.jp/corins/をご覧ください。この中
にバージョン5.0と記載されています。（H17.1.12）

http://www.ct.jacic.or.jp/corins/
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C-192 段階確認書内に使用される写真の扱いについて、過去のQ&Aを調べたところ、以下の 2
通りの解釈ができます。

1） 段階確認書の表紙をスキャニング（PDF）し、写真は [PHOTO] に格納する。
2） オリジナルデータ（EXCEL等）に写真を貼付けて [OTHRS] に格納する。

 段階確認書だけではなく他の書類についても、書類内の写真を [PHOTO] に格納するか、
[ORG] かが不明確です。

[PHOTO]・・・工事アルバム
[ORG]  ・・・書類
と運用での写真の取扱いを明記してください。

　▶▶▶ 段階確認書の提出の有無および「OTHRS」フォルダへの格納の取り扱いは、発注者と協
議してください。最新版の要領と、既存の Q&Aの回答に不整合が生じていることがあり
ますので、Q&Aの回答の日付に注意してご覧ください。

 「写真管理基準（案）」の撮影頻度と提出頻度に準じて撮影した工事写真のオリジナルファ
イルは「PHOTO」フォルダへ格納してください。また、これらの工事写真をワープロソフ
トなどを用いて貼り付けて段階確認書の添付資料とした場合は、「OTHRS/ORG」に格
納するなどの方法（この取扱いは協議で決定）があります。（H17.1.12）

C-193 打合せ簿の上位下位の考えかたについて、書類としての上位下位なのか、それともシリアル
番号として上位下位なのでしょうか。

 書類は、契約上、発注者側から提示される書類が上位であり、請負者が提出する書類が下
位と考えられます。その場合、シリアル番号の順番に関係しないと考えてよいのでしょうか。

 また、シリアル番号の上位下位で、それぞれひとつの記入となりますが、上位下位でお互い
に番号が入っていないといけないのでしょうか。もし、上位数個、下位数個の関連があっ
た場合などは、上位側だけ、下位側だけの片方のみの記入をしてよいのでしょうか。

　▶▶▶ [上位打合せ簿シリアル番号 ]と[ 下位打合せ簿シリアル番号 ] には、打合せ簿が主従・継承
関係を持っている場合にそのシリアル番号を記入することとしています。また、ご指摘のとおり
関連する打合せ簿が複数ある場合には、関連づけを行う必要度が最も高い打合せ簿を1つ
選択して記入してください。なお、片方のみの記入でも問題ありません。（H17.1.12）   

      
C-194 打合せ簿管理項目の [作成者 ] の記入内容では、『打合せ簿の作成者を記入する。（請負者 :

現場代理人、請負者 : 主任技術者、発注者 : 現場監督員など）』とありますが、「など」と
いうことは、上記 3つ以外にも記入する内容があるということでしょうか。

　▶▶▶ [ 作成者 ] の項目には、要領（案）に示されている3 つ以外に、発注者では、総括監督員、
主任監督員、監督員、受注者では監理技術者、専門技術者があります。その他、技術員
など個人名でも差し支えありません。（H17.2.1）

C-195 要領（案）[H16.6]P.6 にて「ORGサブフォルダ内には任意でフォルダを作成することがで
きるが・・・」という表記がありますが、このORGサブフォルダの対象は打合せ簿、施
工計画書、その他資料の 3つになるのでしょうか。また、それぞれの管理ファイルには、
ORGサブフォルダ内に作成した任意のサブフォルダに関する記述をする項目がありません。

 要領（案）電気通信設備編 [H16.6] についても同様です。
　▶▶▶ ご指摘の ORG サブフォルダは、[OTHRS] フォルダに格納するフォルダを指しています。

また、「その他管理ファイル」では、作成したフォルダ及びフォルダ内に格納されているファ
イルの管理は行っていません。（参考 : 要領（案）[H16.6]P16）

 要領（案）電気通信設備編 [H16.6] についても同様です。（H17.2.1）
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C-196 要領（案）[H16.6] では、その他資料について、サブフォルダの設定とファイル名の任意
設定ができるようになっています。その他資料として納品する複数のファイルで、それぞれ
を異なるサブフォルダに格納する場合、これらのファイルに同一のファイル名を設定してい
いのでしょうか。設計成果のCAD図面のファイル名についても同様です。

　▶▶▶ その他資料は、サブフォルダごとに管理しているので、格納するサブフォルダが異なれば、
同一のファイル名でも結構ですが、なるべくファイル名が重複しないようファイル命名してく
ださい。とくに、設計成果の CAD 図面は、図面番号を通しで管理しているので、同一の
ファイル名を利用しないようにしてください。（H17.2.1）

C-197 要領（案）[H16.6] において、工事管理項目の工事番号の記入内容に「CCMS設計書番号
（数字 8 桁～ 14 桁）を記入する。」という桁数の指定が追加されました。実際のCCMS
設計書番号では、「2004827550010001」の様に16 桁の数字を利用していますが、どの
ようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ [ 工事番号 ] に記入可能な文字数は、半角英数字 127 文字です。それ以内の数字を記入
いただいて結構です。（H17.2.1）

C-198 [C-170]にて上位下位のシリアル番号は一つしか設定できないという回答となっていますが、
要領（案）電気通信設備編 [H16.6] の MEET03.DTDを見ると、NOTOKENだった箇
所がNMTOKENSとなっており、複数記入できるようになっています。

 これは、電気通信設備編においては、複数の上位下位の打合せ簿を設定できるという認識
でよいのでしょうか。

　▶▶▶ 電気通信設備編の打合せ簿の上位、下位のシリアル番号についても、一つしか設定でき
ません。詳細は正誤表をご覧ください。（H17.2.1）

C-199 【機械編】
 完成図書フォルダに登録する資料は、従来の金文字黒表紙で提出している「完成図書」で

よいのでしょうか。要領（案）[H16.3]P3 2） 「完成図書」の説明では、『完成図書は、工
事完成時の検査に際して提出するものである。』となっています。本内容だと「完成検査書類」
と解釈される可能性が高く、「完成検査書類」を指している場合は、完成図書に含まれな
い資料（電子化が困難な資料、品質証明書、色見本等）まで完成図書フォルダに入れるこ
とになります。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、完成図書フォルダに格納する資料は、要領（案）[H16.3]P3「完成図書」
に記載されている工事完成時の検査に際して提出する実施仕様書、計算書、施工図面、
機器図、施工管理記録書、取扱説明書が該当します。これ以外の完成検査時に提出する
資料を格納する場合は受発注者間協議により決定してください。

 誤解をまねかぬよう要領（案）の次回改訂時に対応するよう検討します。（H17.2.1）       

               
C-200 【電通編】
 「OTHRS03.DTD」の「その他サブフォルダ日本語名」は「その他サブフォルダ日本語名 ,」

ではなく、「その他サブフォルダ日本語名?,」が管理項目の必要度から見ても正しいのでは
ないでしょうか。土木分野の要領（案）[H16.6] の OTHRS03.DTDには ?があります。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、電気通信設備編の「OTHRS03.DTD」の構文記述の一部誤りです。詳
細は正誤表をご覧ください。また、要領（案）[H16.6] 付 1-4 その他管理ファイルのDTD
構造図が国総研 HP で公開しているDTDファイルと異なるため、留意してください。

（H17.2.16）
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C-201 【電通編】
 要領（案）[H16.6]P8 の「表 4-1 工事管理項目」において、「設備図書フォルダ名」「設

備図書オリジナルファイルフォルダ名」の必要度が「◎（必須記入）」となっておりますが、
これは「○（条件付必須記入）」の間違いではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、要領（案）[H16.6] の工事管理項目に示す、「設備図書フォルダ名」「設
備図書オリジナルファイルフォルダ名」の必要度は、「○（条件付必須記入）」の誤りです。
詳細は正誤表をご覧ください。（H17.2.16）

C-202 【電通編】
 要領 [H15.7] の工事管理ファイル「INDEX_C.XML」の < 基礎情報 >にて、
 < 設備図書フォルダ名 > FACILITY </ 設備図書フォルダ名 >< 設備図書オリジナルファ

イルフォルダ名 > FACILITY /ORG</ 設備図書オリジナルファイルフォルダ名 >
 といった記述がありました。
 < 設備図書フォルダ名 >,< 設備図書オリジナルファイルフォルダ名 >等には出力例のよう

に半角スペースが入ってもよいのでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘のとおり、不要な半角スペースは記入しないようにしてください。詳細は正誤表をご

覧ください。（H17.2.16）

C-203 [C-188] にて打合せ簿、施工計画書、その他資料のDTD のファイル命名規則が、
MEET_03.DTD、PLAN_03.DTD、OTHRS_03.DTD で は な く、MEET03.DTD、
PLAN03.DTD、OTHRS03.DTDとするとの回答がありますが、スタイルシートのファイ
ル命名規則も以下のとおりとなるのでしょうか。また、電気通信設備編についても同様です。

MEET_03.XSL → MEET03.XSL
PLAN_03.XSL → PLAN03.XSL
OTHRS_03.XSL → OTHRS03.XSL

　▶▶▶ ご指摘のスタイルシートの命名規則は、要領（案）[H16.6] で規定しているとおり、
MEET_03.XSL、PLAN_03.XSL、OTHRS_03.XSLとなります。また、電気通信設備
編についても同様です。（H17.2.16）

C-204 要領 [H16.6]において、[その他オリジナルファイルフォルダ名]及び[その他オリジナルファ
イルフォルダ日本語名 ] は、必須記入項目と規定されていますが、その他フォルダを作成し
ない場合も記入が必要となるのでしょうか。また、電気通信設備編においても同様です。

　▶▶▶ 要領 [H16.6] では付1-1管理ファイルのDTDに示すとおり、[その他オリジナルフォルダ情
報 ] は「*: 記述は任意。複数回の記入を認める。」としています。このため、その他フォル
ダを作成しない場合、[その他オリジナルファイルフォルダ名 ]、[その他オリジナルファイ
ルフォルダ日本語名 ] は、記入する必要はありません。また、電気通信設備編においても
同様です。（H17.2.16）
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最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/
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適用

CA-543、CA-521、CA-467、CA-449、CA-445、CA-440、CA-439、CA-404、CA-356、
CA-342、CA-335、CA-325、CA-308、CA-299、CA-257、CA-255、CA-238、CA-227、
CA-226、CA-225、CA-213、CA-196、CA-195、CA-192、CA-180、CA-179

図面の大きさ、様式、レイアウト

CA-546、CA-517、CA-509、CA-494、CA-438、CA-258、CA-184、CA-145、CA-131、
CA-109、CA-88、CA-81、CA-59、CA-57、CA-56、CA-54、CA-34、CA-22、CA-21

尺度

CA-552、CA-527、CA-452、CA-63、CA-57

線種と線の太さ

CA-551、CA-542、CA-518、CA-495、CA-426、CA-378、CA-377、CA-362、CA-350、
CA-345、CA-242、CA-206、CA-187、CA-183、CA-167、CA-165、CA-149、CA-101、
CA-99、CA-86、CA-72、CA-71、CA-70、CA-68、CA-65、CA-52、CA-38、CA-36、
CA-33、CA-13、CA-12

使用文字

CA-556、CA-553、CA-536、CA-474、CA-467、CA-451、CA-450、CA-399、CA-364、
CA-363、CA-302、CA-300、CA-291、CA-289、CA-275、CA-243、CA-175、CA-137、
CA-133、CA-125、CA-118、CA-115、CA-114、CA-100、CA-95、CA-89、CA-66、
CA-14、CA-11

図形の表し方

CA-557、CA-522、CA-496、CA-434、CA-400、CA-388、CA-379、CA-365、CA-339、
CA-338、CA-337、CA-336、CA-301、CA-176、CA-167、CA-158

寸法の記入方法

CA-515、CA-276、CA-192、CA-20

CADデータのフォーマット

CA-415、CA-389、CA-353、CA-346、CA-327、CA-315、CA-302、CA-293、CA-292、
CA-273、CA-272、CA-240、CA-199、CA-198、CA-188、CA-186、CA-179、CA-170、
CA-161、CA-128、CA-124、CA-121、CA-120、CA-119、CA-117、CA-113、CA-87、

小分類目次
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CA-82、CA-78、CA-62、CA-46、CA-45、CA-43、CA-32、CA-31、CA-27、CA-26、
CH-108

ファイル命名規則

CA-124、CA-121、CA-120、CA-119、CA-117、CA-113、CA-87、CA-82、CA-78、
CA-62、CA-46、CA-45、CA-43、CA-32、CA-31、CA-27、CA-26、CH-108、CA-407、
CA-406、CA-405、CA-380、CA-368、CA-357、CA-344、CA-340、CA-333、CA-328、
CA-321、CA-303、CA-278、CA-277、CA-268、CA-260、CA-259、CA-209、CA-207、
CA-193、CA-152、CA-148、CA-132、CA-116、CA-107、CA-84、CA-79、CA-61、
CA-60、CA-50、CA-49、CA-47、C-176、CH-209、CH-176、CH-138、CH-18

レイヤ命名規則

CA-558、CA-549、CA-535、CA-526、CA-516、CA-514、CA-507、CA-505、CA-504、
CA-503、CA-498、CA-483、CA-480、CA-471、CA-470、CA-466、CA-463、CA-447、
CA-446、CA-441、CA-424、CA-423、CA-420、CA-418、CA-416、CA-412、CA-409、
CA-408、CA-381、CA-369、CA-360、CA-359、CA-358、CA-351、CA-349、CA-348、
CA-347、CA-329、CA-324、CA-323、CA-318、CA-317、CA-309、CA-304、CA-295、
CA-294、CA-263、CA-262、CA-261、CA-244、CA-239、CA-228、CA-216、CA-215、
CA-214、CA-200、CA-185、CA-177、CA-172、CA-171、CA-159、CA-158、CA-156、
CA-111、CA-106、CA-105、CA-103、CA-98、CA-94、CA-91、CA-83、CA-77、CA-74、
CA-73、CA-72、CA-69、CA-42、CA-41、CA-40、CA-39、CA-28、CA-25、CA-24、
CA-19、CA-17、CA-8、CA-7、CA-2、SU-153、CH-170、CH-133、CH-43、CH-42

ファイル・レイヤの分類方法

CA-560、CA-550、CA-547、CA-530、CA-529、CA-528、CA-520、CA-513、CA-505、
CA-504、CA-472、CA-461、CA-460、CA-455、CA-454、CA-437、CA-433、CA-432、
CA-431、CA-430、CA429、CA-428、CA-427、CA-425、CA-424、CA-421、CA-412、
CA-411、CA-410、CA-402、CA-401、CA-400、CA-398、CA-397、CA-396、CA-395、
CA-394、CA-393、CA-392、CA-391、CA-390、CA-384、CA-383、CA-382、CA-376、
CA-374、CA-373、CA-372、CA-371、CA-370、CA-355、CA-349、CA-343、CA-342、
CA-341、CA-325、CA-322、CA-314、CA-313、CA-312、CA-311、CA-310、CA-306、
CA-305、CA-304、CA-296、CA-286、CA-285、CA-284、CA-283、CA-282、CA-281、
CA-280、CA-279、CA-269、CA-264、CA-256、CA-254、CA-253、CA-251、CA-250、
CA-249、CA-248、CA-247、CA-246、CA-240、CA-230、CA-229、CA-220、CA-219、
CA-218、CA-217、CA-208、CA-207、CA-205、CA-203、CA-201、CA-190、CA-189、
CA-182、CA-178、CA-174、CA-173、CA-172、CA-169、CA-168、CA-146、CA-144、
CA-136、CA-130、CA-127、CA-104、CA-58、CA-51、CA-44、CA-30
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フォルダ構成

CA-499、CA-484、CA-274、CA-142、CA-135、CA-83

管理ファイル

CA-559、CA-545、CA-539、CA-538、CA-537、CA-534、CA-533、CA-532、
CA-531、CA-525、CA-524、CA-523、CA-511、CA-510、CA-506、CA-500、CA-492、
CA-491、CA-490、CA-489、CA-488、CA-487、CA-486、CA-482、CA-481、
CA-476、CA-475、CA-465、CA-417、CA-403、CA-354、CA-297、CA-266、CA-181、
CA-164、CA-160、CA-141、CA-140、CA-134、CA-108、CA-97、CA-55、CA-16

保管方法

CA-258

各資料の取り扱い

CA-491、CA-477、CA-464、CA-367、CA-356、CA-335、CA-332、CA-328、
CA-327、CA-326、CA-315、CA-299、CA-292、CA-290、CA-288、CA-270、CA-224、
CA-162、CA-102、CA-76、CA-73、CA-64、CA-62、CA-48、CA-10、CA-9、CA-5、
CA-4、D-157、D-101、C-89

各工種の図面

CA-560、CA-554、CA-540、CA-473、CA-462、CA-413、CA-382、CA-361、
CA-334、CA-330、CA-307、CA-260、CA-237、CA-236、CA-235、CA-234、
CA-233、CA-232、CA-231、CA-222、CA-221、CA-203、CA-190、CA-163、CA-155、
CA-154、CA-153、CA-151、CA-150、CA-139、CA-138、CA-126、CA-93、CA-92、
CA-90、CA-85、CA-80、CA-75、CA-37、CA-35、CA-18、CA-15

運用他

CA-548、CA-538、CA-517、CA-508、CA-501、CA-493、CA-457、CA-456、
CA-444、CA-440、CA-438、CA-437、CA-415、CA-403、CA-389、CA-387、
CA-386、CA-385、CA-375、CA-367、CA-358、CA-352、CA-350、CA-346、
CA-332、CA-331、CA-326、CA-324、CA-323、CA-322、CA-321、CA-320、
CA-319、CA-316、CA-299、CA-273、CA-272、CA-271、CA-265、CA-257、CA-252、
CA-245、CA-244、CA-241、CA-239、CA-238、CA-224、CA-223、CA-212、CA-211、
CA-210、CA-196、CA-195、CA-193、CA-170、CA-166、CA-163、CA-162、CA-157、
CA-147、CA-143、CA-123、CA-122、CA-112、CA-96、CA-67、CA-53、CA-30、
CA-29、CA-24、CA-23、CA-1、D-101、C-89、SU-97、CH-195、A-156
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CA-2 図面作成例では、内枠線と図面枠線のレイヤがともに [D-TLL] になっていますが、内枠
線と図面枠線の両方を輪郭線として扱い、同じ太さで出力するのでしょうか。それとも同じ
レイヤ名内で線幅を変更してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、A0、A1サイズの図面の輪郭線の太さは 1.4mmと定義しており、内枠
線を示しています。図面枠線の太さは基準（案）では定めていませんので、輪郭線と異な
る太さを用いても結構です。（H15.6.2）

CA-4 出来形管理図は、基準（案）に準拠して作成する必要があるのでしょうか。 出来形管理図
の寸法図は、施工計画書などに使用するポンチ絵程度と見なすと、基準（案）に準拠する
必要がないと考えられます。

　▶▶▶ 基準（案）は、土木工事の場合では発注図面および完成図面に適用しますので、出来形
管理図は対象外になります。（H15.6.2）

CA-5 発注図面の定義を教えてください。当初発注図面の他に、変更契約時の図面も
[DRAWINGS]フォルダに入れて納品する場合、ファイル名や保管先フォルダは違います
が内容的に完成図と重複することになると思います。

　▶▶▶ 発注図の定義は、工事完成図書の電子納品要領（案）の用語の定義に示すとおりです。
したがって、変更契約時の CAD 図面においても「DRAWINGS」に格納して納品してく
ださい。

 発注図のとおりに施工した場合は、発注図と完成図の描画内容は重複することになります。
しかしながら、発注図と完成図の内容が重複していても、完成図は請負者の責任の下で
提出されるものですので、請負者は図面ファイル名を変更（ライフサイクルを表す記号とし
て「C」を付与）して完成図を「DRWINGF」に格納して納品してください。（H15.6.2）

CA-7 A社で受けた業務とB社が受けた業務を同じ平面図上に描く場合には、A社設計の構造
物レイヤはD-STRとなりますが、B社設計の構造物レイヤはどのレイヤに属するのかわか
りません。

【設計条件】
A社 : 砂防ダム及び床固め工詳細設計
B社 : 橋梁詳細設計（A社計画施工後に施工予定）
作成図面 : 平面図

　▶▶▶ レイヤ名は、図面のライフサイクル間での利活用を前提にして規定しています。上記の条
件の場合、次の 2 通りが考えられます。どちらが相応しいかは、作成する図面の特性によ
り異なることが想定されます。作図者が判断出来ないときは、受発注者で協議し、取り扱
いを決定してください。

 【例 1】 D-STRとD-BYPまたは D-BGDに分ける。
    A社の物件→ D-STR（主構造物とする）
    B 社の物件→ D-BYPまたは D-BGD（副構造物または背景とする）
 【例 2】 双方ともD-STRとし、作図要素で区分する。
   （ここでの n および zは半角英数字とする）
    A社の物件→ D-STR-STR1～ STRn
    B 社の物件→ D-STRn～ STRz
 （H15.6.2）
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CA-8 CAD図面作成の効率化を図るため、一般的な詳細図などはテンプレート化を図ろうとして
います。しかし、工種ごとで構造図・詳細図のレイヤに違いがあり、一概にテンプレート化
しても利活用することができません。

　▶▶▶ 基準（案）では、工種および図面種類ごとにレイヤを決定しています。このため、テンプレー
ト作成時には基準（案）に従い工種や図面種類ごとに作成してください。（H15.6.2）

CA-9 完成図の定義を教えてください。
 設計の長さ5000mmの構造物を構築し、その出来形を測定したら5003mmであった場合、

最終設計図面の5000mmを5003mmに修正し、完成図として納品するのでしょうか。
 また、旧運輸省の工事では、最終設計図面の 5000mmは消さずに、5000mmの上か横

に朱書きで5003mmと記入し、表題欄の上に朱書きで「完成図」と記入した図面を作成し、
完成図として納めるように指示されたことがあります。

　▶▶▶ 「完成図とは、出来形測量の結果、最終的に出来上がった図面を指す」と定義しているこ
とから、設計図面（発注図）に記載された数値は、出来形測量の結果と異なることがあり
ます。この場合の取り扱いは、C-89をご参照ください。（H15.8.29）

CA-10 位置図の著作権の取り扱い方法を教えてください。
　▶▶▶ 基本的に市販されている地図は各々の作成元に著作権が帰属するため、その取扱いや費

用等については、各作成元にお問い合わせください。国土地理院の地図を利用する場合
は下記の通りとなります。

（1） 紙図面の地形図をスキャニングして報告書等に用いる場合
  測量法 30 条第 3 項の規定に基づき挿入図扱いとし、「国土地理院発行

1/25,000 地形図「○○」」等の出展を明示する。
（2） 数値地図（地図画像）を引用して報告書等に用いる場合
  測量法 30 条第 3 項の規定に基づき挿入図扱いとし、「国土地理院発行

1/25,000 地形図「○○」」等の出展を明示する。
（3） 数値地図 50m メッシュ（標高）、空間データ基盤、細密数値情報等の元データを

成果品の一部として納品する場合
 内容により異なりますが、原則として測量法 29 条もしくは 30 条による申請が必

要になります。
 （H15.6.2）

CA-11 CAD図面に縦書き記入する際は、文字列として全角文字（数字とラテン文字を除く）を記
入することになっていますが、数字を含む文字列を縦書きにしたい場合はどのようにすれば
よろしいですか。

　▶▶▶ 全角の文字と半角の数字・ラテン文字が混在すると、不適切になると予想されます。作図
する場合には引き出し線を使用するか、縦方向の横書きで処理してください。また、使用
しているCAD 機能の縦書き用フォントの漢数字を使用することもできますが、CADによ
り使用できる縦書きフォントがことなるため確認が必要となります。（H15.6.2）

CA-12 CADソフトで線色「白」を利用した作成は、「白」で作成していかなければならないのでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）は、納品時の線色を規定しており、CAD 図面の作成時に関する規定は特に定
めていません。成果品としては基準（案）の規定に準拠してください。（H15.6.2）
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CA-13 標準的な線色の牡丹、茶、橙、薄緑、明青、青紫、明灰、暗灰は、市販のCADソフト
の色設定では何番になるのか教えてください。

　▶▶▶ 基準（案）で記載している「標準的な線色」は参考として示したものです。市販の CAD
ソフトを利用して作図するときは、「標準的な線色」に近づけて表現して下さい。CADソ
フト個別の色設定番号については、販売店やソフト開発者等にお問い合わせください。

（H15.6.2）

CA-14 機器の外形図や標識など外形として描かれている文字も基準（案）の文字高に準拠しない
といけないのでしょうか。

　▶▶▶ 標識中に示される文字等は図形オブジェクトとして位置づけられるため、基準（案）に示
した文字高に従う必要はありません。従って、標識中に示される文字等は外形と同じレイ
ヤに作図してください。（H15.6.2）

CA-15 ファイル名一覧の橋梁詳細設計に落橋防止装置に関する図面名がありません。ファイル名
の付け方を教えてください。

　▶▶▶ 基準（案）では、代表的なファイルのみを対象としています。このため、落橋防止装置に
関する図面名は、基準（案）を参考に受発注者で協議し、図面管理項目の追加図面種類（略
語）（概要）に記入することにより対応してください。（H17.2.18）

CA-16 西側境界平面直角座標が 123.0 の場合、「.0」を表記する必要がありますでしょうか。記
入規則を読む限り小数点が必須のように読み取れました。

　▶▶▶ 小数点以下の有効桁数は分かる範囲で少数点以下最大 3 桁まで記入してください。西側
境界平面直角座標が 123.0 の場合には小数点以下「.0」と記入してください。（H15.6.2）

CA-17 図面作成例の縦断図をダウンロードしたところ、 1レイヤ1線種1線色となっていませんが、
同一レイヤ内で線種を変えてもよいのでしょうか。また、発注者との協議により、変更して
もかまわないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、線種や線色を参考例としていますので、同一レイヤに異なる線種や線色
を利用することができます。（H16.2.10）

CA-18 平面線形の表現方法に関し、尾根や谷ような重要な地形の変化点やその他必要だと思われ
る任意の箇所の横断測量を行った場合、平面図に横断面の測量箇所を明示する必要があ
ると思いますがその対処について、下記のいずれが妥当でしょうか。

1） 対処法を受発注者で協議
2） 明示する必要はない
3） 中間測点は目盛りと測点を表示する
4） その他

　▶▶▶ 重要な地形の変化点や必要と思われる任意の箇所の横断測量を実施した場合、横断図に
測量箇所（測点）を記述するのが一般的です。ただし、平面図に測量箇所を明示する必
要がある場合は、受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。（H15.6.2）
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CA-19 発注図面を受注者に渡す際、紙図面の赤色着色に相当する施工範囲を図面に表記する必
要があると思いますが、この情報はどのレイヤに表記すればよいでしょうか（平面図におけ
る施工区間の旗揚、対象構造物の着色、今回施工分の数量など）。

　▶▶▶ WORKレイヤ、OTRSレイヤで表示、または基準（案）を参考に受発注者で協議し、新
規追加レイヤを利用してください。新規追加レイヤが発生した場合は、図面管理項目の新
規レイヤ（略語）（概要）を記入することにより対応してください。（H17.2.18）

CA-20 矢印の大きさは、「土木製図基準」に準拠し、30度の開き角度で、3mm程度とすればよ
いと思うのですが、3mm程度ということは、斜長 3.1mmとしていでしょうか。

　▶▶▶ 土木製図基準に記述されている端末記号としての矢印の大きさに関する記述をご覧くださ
い。（H16.2.10）

CA-21 表題欄の [年月日 ] には図面を作成した日付、または発注者への納品日のどちらを記入す
るのでしょうか。

　▶▶▶ 表題欄の [ 年月日 ] には、契約上の履行期間の完了年月日を記入してください。（H15.6.2）

CA-22 表題欄の図面番号に発番規則はあるのでしょうか。
　▶▶▶ 表題欄に記述する図面番号は、連番で付与し、欠番を許さないこととしています。（H15.6.2）

CA-23 港湾系の「CAD図面作成要領（案）平成 14 年 3月版」とはいつ統一化を図るのでしょうか。
　▶▶▶ 成果品電子化検討小委員会等の場を活用しながら対応を図っていきます。（H15.6.2）

CA-24 設計段階のCAD図面を工事段階の発注図として使用する場合、責任主体「D」として納
品されたCAD図面のレイヤ名称を発注者が「C」に変更し、発注図として使用することに
なるのでしょうか。

　▶▶▶ 設計段階の CAD 図面を工事段階の発注図として使用する場合、図面内容に変更がない
時は、レイヤ名称の責任主体は変更せず、D のまま発注図として扱います。（H15.6.2）

CA-25 公共測量のうち測量法第 5条に該当しない測量もあるかと思います。その場合には公共の
基準点を使用しないことがあります。

 この様な場合には、場所情報としての緯度経度、もしくは平面直角座標はどのように測定
するのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、図面管理ファイルに場所情報を記入することになっています。公共の基
準点を使用せず納品する際においても、背景図など座標のわかる地点を利用して図面上
の任意地点の場所情報を管理項目に記入してください。

 また図面上で場所情報の入手が困難な際は、国土地理院発行の1/25000 地形図や国土
基本図等から座標を計測して管理項目に記入してください。不都合がある時は受発注者
で協議し、決定してください。（H15.6.2）

CA-26 SXF（P21）が LEVEL4になるのはいつ頃でしょうか。
　▶▶▶ SXF LEVEL4 の開発については、現在スケジュールも含め検討しているところです。具

体的なスケジュール等が決定しましたらお知らせします。（H15.6.2）
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CA-27 出来形展開図を電子納品する際、完成図面（P21）とて扱う、または工事打合せ簿の添付
資料として [MEET]フォルダに格納するのでしょうか。

　▶▶▶ 通常、出来形展開図は、出来形管理資料として取り扱うものであり、CAD 図面として納
品する義務はありません。ただし、納品の対象となる図面においては、SXF（P21）形式
で納品してください。（H15.6.2）

CA-28 レイヤを修正したときの責任主体の取り扱いについて下記のどちらが正しいのでしょうか。
■ 調査フェーズ ボーリグ調査を実施
  （ケース1・2共通）S-BGD-BRG
■ 設計フェーズ 構造物 1と2を計画
 （ケース1）S-BGD-BRG、D-STR-STR1、D-STR-STR2
 （ケース2）D-BGD-BRG、D-STR-STR1、D-STR-STR2
■ 施工フェーズ 構造物 1を施工段階で修正
 （ケース1）S-BGD-BRG、C-STR-STR1、D-STR-STR2
 （ケース2）C-BGD-BRG、C-STR-STR1、C-STR-STR2
 ケース1は、変更が生じた部分のみレイヤ名を変更する。
 ケース2は、対象フェーズごとに全ての図面のレイヤ名を変更する。

　▶▶▶ 各フェーズにおいて、図面を修正しないレイヤのレイヤ名を変更する必要はありません。し
たがって、レイヤに関する責任主体については、設計段階、工事施工段階ともケース1 が
妥当です。（H15.6.2）

CA-29 電気部門のCAD製図基準（案）については、いつ頃策定の予定でしょうか。
　▶▶▶ CAD 製図基準（案）電気通信設備編は、平成 15 年 7月に公開、平成 15 年 10月より以

降に発注した業務・工事で対応可能な場合は適用することとしています。（H17.2.18）

CA-30 ファイル・レイヤの分類方法は、土木、電気、各部門に関わらず共通と考えてよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義しているファイル・レイヤの分類方法は、土木分野に関する内容です。
現在公開されている土木以外の港湾や営繕等の各分野においても基準（案）と同様にレ
イヤの規定が設けられていますので、各基準（案）に準拠してCAD 図面を作成してくだ
さい。（H16.2.10）

CA-31 電子納品はSXF（P21）と定めたとありますが、SXF（P21）は国際標準規格、SXF（SFC）
は国内のデータ交換のための簡易形式とあり、基本的にこの2つは何が違うのでしょうか。

　▶▶▶ P21とSFC では、データの記述方法が異なります。P21は ISO/STEPに準拠した記述
方法ですので、国際標準規格に準拠したフォーマットです。ただし、ファイル容量が大き
くなるという特徴を有しています。国土交通省では、CAD 図面の納品フォーマットをP21
と定めています。

 一方、SFC は、P21に比べファイル容量が非常に小さく、業務 / 工事中の関係者間の
CAD 図面の交換・共有に利用することができる簡易版のフォーマットです。ただし、業務・
工事中の関係者間の CAD 図面の交換・共有に利用することを義務付けるものではありま
せん。必要に応じてご利用ください。

 詳細は、（財）日本建設情報総合センターのホームページ（http://www.cals.jacic.or.jp/）
をご覧ください。（H15.6.2）

http://www.cals.jacic.or.jp/
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CA-32 SXFは、DXFと同じように変換するものでしょうが、SXFだと面や線が管理情報とされる
のでしょうか。他にも教えていただけませんか。

　▶▶▶ 「管理情報」を「図形の変換単位」と理解してご回答します。SXF では面の情報は持って
おらず、線は幾何情報として保持しています。SXF に関する詳しい情報は、（財）日本建
設情報総合センターのホームページ（http://www.cad.jacic.or.jp/）に掲載していますので、
ご覧ください。（H15.6.2）

CA-33 基準（案）の線種と異なるCADソフトがありますが、一番近い線種とは具体的にどのよ
うなものですか。線種は、実線、破線、一点鎖線、二点鎖線の 4 種類となっていますが、
土木CAD製図操作マニュアル（案）（OCF作成）によるとSXFを次のように説明してい
ます。

実線は continuous line
破線は dashed line
一点鎖線は log dashed short dashed line
二点鎖線は log dashed double-short dashed line

　▶▶▶ SXFの既定義線種（15 種類）は、ISOで規定されている名称です。実際に市販の CAD
ソフトでこのような名称になっているとは限りません。一般的な実線、破線 ......の名称となっ
ていることが想定されます。CADソフト上のどの線種が SXFのどの線種に変換されるの
かは、各 CADソフトの仕様によって異なりますので、各 CADソフトのマニュアルやヘルプ、
または各 CAD ベンダーにご確認ください。（H15.6.2）

CA-34 地方整備局によって図面の表題欄の表記内容が変更されているようですが、電子納品の目
的に反していないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）の整備の経過において、別途様式を定めて運用している場合があります。これ
は、基準（案）の「別途基準等で定めた場合には一部を変更して使うことができる」に基
づき行われているものです。表題欄の統一的な運用を図っていくよう今後も引き続き検討
していきます。（H15.6.2）

CA-35 法面工工事のファイル名の取り扱いは、ファイル名一覧に定義されていませんので、道路
詳細設計のファイル名を参考にしましたが、図面種類がわかりません。

　▶▶▶ 法面工工事は、道路詳細設計等を参考に受発注者で協議し、ファイル名を決定してくだ
さい。法面保護工に関する図面種類は、構造図（VS/View of Super Structure）や構造
一般図（GS/General of Super Structure）が適切です。（H15.6.2）

CA-36 同じレイヤ名で異なる線種・線幅を設定し、使用する場合が発生すると想定されないでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）では、線種や線色を参考例としていますので、同一レイヤに異なる線種や線色
を利用することができます。（H16.2.10）

CA-37 ファイル名の図面種類を教えてください。
 例 平面図 :PL
 深浅図、航跡図、等深線図

　▶▶▶ 基準（案）にない工種については、CAD 図面の電子納品の義務はありません。しかしな
がら受注者が自主的に納品する場合はこれを妨げるものではありません。また図面種類に
おいても、既存工種を参考にして受発注者で協議し、決定してください。追加工種、追

http://www.cad.jacic.or.jp/
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加図面種が発生した場合は、図面管理項目の追加工種（数値）（概要）、追加図面種類（略
語、概要）を記入することにより対応してください。（H17.2.18）

CA-38 基準（案）では、各線種の色設定が背景の色を黒ベースとした場合の設定になっていますが、
背景を白ベースに設定した色設定はないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、背景色は黒を想定しています。また、「CAD 製図基準に関する運用ガイ
ドライン（案）」では背景が白色の画面や白表示のラスタ上の場合の基本的な線色の付け
方を明記しています。（H16.2.10）

CA-39 計画構造物の中の「その他の構造物」レイヤ名が [-STRn] となっています。「n」には任
意の番号を入力するのか、または単純にnのままでよいのでしょうか。

　▶▶▶ 「n」には、受発注者で協議し、任意の番号を記入してください。土木設計で図面内に描
かれるであろう構造物をレイヤ一覧で [STR+ 番号 ] にて定義しています。しかしながら、
レイヤ一覧で定義されていない構造物が現れる可能性がありますので、その時のためにレ
イヤ一覧で定義されている構造物番号から連番にて番号を決定していきます。（H15.6.2）

CA-40 業務および工事名を含んだファイル名の方がわかりやすくないでしょうか。間違えて別業務
および工事のフォルダへ入れた場合、違う業務および工事でも同じファイル名なので、ファ
イルを上書きする可能性があります。

　▶▶▶ 基準（案）は納品時のファイル名を定めており、業務および工事途中のファイル名は定め
ていません。業務および工事途中のファイル名は、受発注者で協議し、決定してください。

（H15.6.2）

CA-41 基準（案）どおりのレイヤ分けを本当に行わなければいけないのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）で規定されている工種については、各工種のレイヤ分けに準拠して作成してくだ

さい。（H15.6.2）

CA-42 1枚の図面に平面図、縦断図など複数ある場合、レイヤの取り扱いはどのようにしたらよい
でしょうか。

　▶▶▶ 1 枚の図面に複数の図面種類がある場合は、各々の図面種類のレイヤ基準に則して図面
を作成してください。ただし、図面管理ファイルは、代表的な図面情報（表題欄の内容）
を記入してください。（H15.6.2）

CA-43 SXFとはどのようなものなのでしょうか。
　▶▶▶ SXFとは、建設（土木・建築）分野の CAD データ交換の標準化を目的として開発した

CAD データ交換仕様全体を指し、Scadec data eXchange Format の略です。SXFレベ
ル 2 では、国際標準であるISO10303 STEP/AP202 の規約に則った P21 形式と、関係
者間でのデータ交換のための簡易な形式である SFC 形式の物理ファイルをサポートして
います。（H15.6.2）

CA-44 図面オブジェクトおよび作図要素ごとにレイヤを並べ替えるとその作図要素が必要と思われ
る図面名にレイヤが存在していません。

　▶▶▶ 図面によっては、作図要素が存在していないものがあります。基準（案）では、図面オブジェ
クトの分類に従い、図面ごとにレイヤを規定しております。

 図面ごとのレイヤの規定においても一般的に必要と考えられる作図要素を規定しておりま
すので、実際の作図においては不足するレイヤが生じる可能性があります。
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 その場合、基準（案）では、その他を表す *-OTRSを作成する、または受発注者で協議し、
決定することとしています。（H15.6.2）

CA-45 SXF、SFC、P21など、よく耳にするのですが、どの仕様が納品用のファイル形式になる
のでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省では、国際標準であるISO10303 STEP/AP202 の規約に則した SXF（P21）
形式を電子納品の正式なファイル形式としています。（H15.6.2）

CA-46 STEPとはどのようなものなのでしょうか。
　▶▶▶ STEPとは、ISOが 1984年からISO10303 TC184/SC4にて標準化を進めている製品デー

タ交換のための国際標準規格です。STEP の語源は、「STandard for the Exchange of 
Product model data」から来ていますが、正式名称は「Industrial automation system-
Product data representation and exchange」です。

 STEPは、製品の概念設計から詳細設計、製造、検査、保守に至るライフサイクル全体
にわたって必要なデータ（製品データ）の表現方法と交換（共有）に関して定義した規約
です。（H15.6.2）

CA-47 例えば道路詳細設計と電線共同溝設計が同じ業務に含まれる場合、道路詳細設計で完成
形と暫定形を区分する必要がある場合というように図面を分冊化する必要がある場合にお
いては異なる図面に同じファイル名にをつけることがありますが、どの様に対応すればよい
でしょうか。

　▶▶▶ 分冊化の場合、分冊化されそうな複合化業務に関しては、事前に受発注者で協議し、取
り扱いを決定してください。

 段階が異なる場合、同じ内容の図面を2 枚以上納品する際は、図面番号が異なるためファ
イル名で区別することができます。また、完成形と暫定形は、ファイル名の改訂履歴で区
別することができます。（H15.6.2）

CA-48 報告書の説明において必要な図面を報告書に挿入する場合、図面のオリジナルファイル
（CAD図面）に図番とは別に報告書のページ番号を記入しておく必要があるでしょうか。

　▶▶▶ 上記の条件の場合、CAD 図面のオリジナルファイルに報告書のページ番号を記入する必
要はありません。（H15.6.2）

CA-49 位置図が 10 枚、平面図が 10 枚というように複数の図面種類がある場合の図面番号の付
け方ですが、位置図が「D0LC001Z. 拡張子」～「D0LC010Z. 拡張子」となり、その後
に平面図がくる場合、平面図の最初の図面の図面番号は、次の 2 通りが考えられますが、
どちらが正しいのでしょうか。

（1） 「D0PL001Z. 拡張子」と図面種類ごとに（001）から始める
（2） 「D0PL011Z. 拡張子」～「D0PL020Z. 拡張子」と前の図面から連続して（図面

全体的に見た連番で）つける
　▶▶▶ 基準（案）では「図面番号 : 表題欄の図面番号を表す」と規定していますので、表題欄の

図面番号と同じ番号を記入してください。（H15.6.2）
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CA-50 ファイル命名規則で図面番号は、001～ 999を付けるようになっています。しかし、付属
資料1のファイル名の一覧では、横断図や配筋図の枚数に応じた3 桁の数値がファイル名
に反映されています。どちらが正しいのでしょうか。また、前者であれば図面の最終枚数が
確定した時点でファイル名を付ける、もしくは修正することになるのでしょうか。

　▶▶▶ 付属資料に示したファイル名の例は、ファイル名に用いることが可能な範囲を示したもの
です。ファイル名の付与として、001の部分は図面番号（表題欄の図面番号）を付けるこ
とになります。このため、図面枚数が確定した段階で、ファイル名を付けるか修正する必
要があります。（H15.6.2）

CA-51 図面管理ファイルに記入されている情報が下流段階（設計から工事）に伝達されるのでしょ
うか。（発注図面とともに、図面管理ファイルが受注者に提示されるのでしょうか。）

　▶▶▶ 設計業務で記入した図面管理ファイルの情報を全て工事の受注者に渡すとは限りません
が、発注者が必要と判断した情報については、発注図面に盛り込むこととしています。

（H15.6.2）

CA-52 同じレイヤ名だが、図面種類により線色が異なるものが存在します。
　▶▶▶ 他工種の図面間において同一レイヤ名称を用いている場合があります。その場合、同一レ

イヤ名称でも線色が異なることがあります。同じ地物でも工種や図面ごとに重要度が異な
ることや、他の地物との兼ね合いを考慮して線色を定めています。（H15.6.2）

CA-53 生物調査における植生図など、CADソフトで作成されていない図面もCADソフトで再作
成する必要があるのでしょうか。

　▶▶▶ 発注者から紙図面を渡された場合、CADソフトを用いて再作成することは義務付けられ
ていません。また、基準（案）では、植生図などの規定を設けていません。基準（案）が
植生図などに適用できるようでしたら、受発注者で協議し、基準（案）適用の有無を決定
してください。（H15.6.2）

CA-54 表題欄の規定では「1枚の図面に尺度の異なる構造物が複数存在する場合は、代表的な尺
度を表題欄に記入する」とありますが、解説欄には、代表的な尺度もしくは「図示」を記
載するとなっています。どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 可能な限り代表的な尺度を記入してください。（H15.6.2）

CA-55 縦横の尺度のうち1つを選択するとすれば、横方向の尺度を図面管理ファイルの [ 図面尺
度 ] に記入するのでしょうか。または、図示と記入してもよいのでしょうか。縦断図のよう
に縦横の尺度が異なる場合には、両方の尺度を表題欄に記載した方が利用しやすいと思わ
れます。

　▶▶▶ 図面管理ファイルの [ 図面尺度 ] は必須記入項目ですので、代表的な尺度を1つ記入して
ください。図面表題欄に「図示」と記載した場合は、「ZUSHI」と記入してください。（H15.6.2）

CA-56 CADでは原寸で作図するケースが多いと思いますが、表題欄に記載する尺度は、A1サイ
ズで出力することを前提とするのでしょうか。「図面の大きさ（P.2）」でA1を標準とすると
規定されてので、A1に対する尺度を記入すると判断されますが、受発注者で協議し、A3
を使用する場合には、A3に対する尺度を記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 尺度の記入方法はご意見の通りです。（H15.6.2）
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CA-57 表題欄に記載された尺度がA1に対するものかA3に対するものかについて図面管理ファイ
ルだけで判断できるのでしょうか。

　▶▶▶ 表題欄に記入された尺度と紙のサイズは図面管理ファイルでは判断できません。図面上に
描画された情報より判断してください。（H15.6.2）

CA-58 ファイルの分類の 4 種類とファイルの命名規則では、図面種類が関係しているのみで、4
種類が直接関係していないように思われますが、表現を統一する方向で規定してはいかが
でしょうか。

　▶▶▶ 図面分類の考え方を示すため、基準（案）にファイル（図面）の大分類と目的、機能を記
載しています。（H16.2.10）

CA-59 基準（案）の表題欄と地質調査整理要領（案）の表題欄では、若干の差異がありますが、
どちらも正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）と要領（案）のどちらも正しいです。地質調査資料整理要領（案）の対象とす
る図面の表題欄は地質関連の図面の利活用を踏まえて定めています。（H15.6.2）

CA-60 ファイル名における改訂履歴（0～ 9、A～Z）ですが、納品時には最終（Z）にする、ま
たは作成時における改訂履歴で納品するのでしょうか。

　▶▶▶ 納品時における改訂履歴は「Z」を付与します。（H15.6.2）

CA-61 図面種類は、ファイル名のアルファベット2 文字で規定されていますが、これだけでは工種
の区別がつきません。どのように工種の区別すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] において図面管理項目に対象工種を記入出来るよう改訂しております
ので、今後は図面管理項目を利用することにより対応してください。（H17.2.18）

CA-62 CADソフトによってはラスターデータが使用できないものもあり、仮にラスターデータが使
用できるCADソフトであっても、若干の化けが発生することがありますがよいのでしょうか。

　▶▶▶ データの化けている図面は納品できません。ラスターデータを取り扱いたい時は、ラスター
データを取り扱えるCADソフトの選定するようにしてください。（H15.6.2）

CA-63 1つのデータの中にいくつもの尺度で作図されたCAD図面があるのですが、基準（案）で
はスケールを1:1で作成となっています。尺度を調節してはいけないでしょうか。

　▶▶▶ 尺度が異なる図面を作成する際は、受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。
（H15.6.2）

CA-64 CAD図面は、全て図面1枚につき、1ファイルにしなければいけないのでしょうか。
　▶▶▶ 図面 1 枚につき1ファイルとして取り扱ってください。（H15.6.2）

CA-65 構造基準線が一点鎖線で黄色外枠・タイトル枠が実線で同じ黄色となっていますが、太線
を黄色にすると基準線が不明確になります。普通のCADソフトでは線の色で線の太さを
規定していますが、細線である一点鎖線と実線の太線である外枠などが同じ色だと、黄色
を細線にあわせると枠が華奢になります。

　▶▶▶ 基準（案）では、納品時の線色・線種を規定しており線の太さは規定していません。同じ
色で線の太さを変えたい時はオブジェクトに太さを設定してください。（H15.6.2）
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CA-66 CAD図面中では、どういうフォントを使えばよいのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）では、CAD データ中で使用できる文字の集合について規定しており、フォント

の指定は行っていません。図面作成で利用する一般的なフォントを利用してCAD 図面を
作成してください。（H15.6.2）

CA-67 「JIS A 0101:1994: 土木製図通則（平成 6年）」とは、「JISA0101 解説 土木製図 ,福田
武雄監修 , 土木製図研究会著 ,（株）彰国社出版」のことでしょうか。それとも「通則」とは、
また別のものを指しているのでしょうか。

　▶▶▶ 「JISA0101 解説 土木製図」は土木製図通則の解説本であり、JIS 通則そのものではあり
ません。通則は、「JIS A 0101:1994: 土木製図通則（平成 6 年）」になりますが、業務に
おいて「JISA0101 解説 土木製図」を利用していただいても結構です。（H15.6.2）

CA-68 枠線関係および基準線関係に「黄」の規定がありますが、画面上では映えていてよいので
すが、紙に出力したときには非常に見にくく、目視確認する際の難点となってます。

　▶▶▶ 基準（案）では、納品時の線色を規定しています。CAD 図面の作成時に関する規定は特
に定めていませんが、成果品としては基準（案）の規定に準拠してください。印刷する際
にはモノクロで印刷してください。またカラー印刷が必要な際、見にくいと判断したときは、
受発注者で協議し、線色を決定してください。（H15.6.2）

CA-69 橋梁詳細設計には仮設図のレイヤがありませんが今後追加されるのでしょうか。現段階で
は、橋梁詳細設計以外の仮設関係のレイヤで該当するものを使用すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 該当するレイヤがない場合は、受発注者で協議し、基準（案）を参考に受発注者で協議し、
新規レイヤを追加してください。また新規レイヤを追加した場合は、図面管理項目の新規
レイヤ（略語）（概要）に記入することにより対応してください。（H17.2.18）

CA-70 線色の規定を見直していただけないでしょうか。CAD図面は一般的に線色に対して出力を
行っています。オブジェクトに太さを持たせた場合、A3とA1を出力する際に線幅の設定
が必要になります。1レイヤの中で、各々線幅を設定してある場合には特に困難な作業のよ
うに思います。

　▶▶▶ 基準（案）では、線種や線色を参考例としていますので、同一レイヤに異なる線種や線色
を利用することができます。（H16.2.10）

CA-71 図面を出力する際に、個々のオブジェクトに対してではなく、個々の線色に対して太さを設
定する方法が一般的ですが、この基準に則して線色に対する太さを設定する場合、各々の
図面のオブジェクトのレベルの強弱を設定することが困難なように思わます。

【例】 外枠が [黄 ]、かつ、基準線も [黄 ]で設定されているので、基準線が構造物よ
り太くなる。

　▶▶▶ 図面出力時の線の太さは個々の線色に対して設定する方法が一般的ですが、基準（案）
ではレイヤ個々の線の太さは定義していませんので図面出力時に各自対応願います。

（H15.6.2）
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CA-72 なぜ 1レイヤ 1線種 1線色なのでしょうか。例えば構造物を描く際でも太い実線、細い破
線と混在させて描きたい箇所を、1レイヤ 1線種 1線色とすると、影線レイヤーがあるなら
よいのですが、手書きの流れを無視した内容になっていないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、1レイヤ1 線種 1 線色としていますが、これに依ることが困難な場合は
受発注者協議の上、1レイヤ複数線種・複数線色を利用することが可能です。（H16.2.10）

CA-73 地形原図がCAD図面でない場合、設計では地形原図をスキャニングしてイメージとして
CADに挿入し、計画データをCADで作図することが多いのですが、その場合のイメージ
データの具体的な納品方法について教えてください。

　▶▶▶ 挿入するイメージデータをCAD 図面と同じフォルダに格納してください。イメージデータの
ファイル命名規則は、CAD 図面と同様に「挿入する図面ファイル. 拡張子（TIF 等）」とな
ります。（H15.6.2）

CA-74 計画における平面図・横断図などは、1本の線で複数表現することがあります。例えばブロッ
クの天端線と平場線はレイヤを分けるようになっていますが、線は複数描くのでしょうか。
平面図でこれらを複数描くのは、大変な手間と間違いの基にならないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、レイヤ単位での活用を考えているため1レイヤで複数表現できるものに
おいても、基準（案）に準拠してレイヤごとに作図してください。（H15.6.2）

CA-75 道路設計業務を例として、河川の護岸などは関係ないので「現況地物」、道路沿いの水路
等は「特に明示すべき現況地物」と分ける。または、特に平面図として明記しなくてもよい
もの（小さい管など）の解釈がわかりません。

　▶▶▶ 「特に明示すべき現況地物」は、その設計で特記すべきものとしています。道路設計では、
コントロールポイントとするような地物を指します。「現況地物」は、コントロールポイント
とはなりませんが、その道路の維持管理上で押えておいた方がよいような地物を指します。

（H15.6.2）

CA-76 図面集の表紙や目録などは、結果的にあった方がよいと思いますが、いかがでしょうか。
 目録や表紙の作成をCADソフトで作成するのではなく、表計算ソフトやワープロソフトで

作成した表紙や目録を、AサイズのPDFとするのがよいと考えています。
　▶▶▶ 受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。図面集の表紙と目次は、従来の紙図

面の納品の際、必要に応じて作成されてきたものです。電子納品においては、従前の業務・
工事で作成してきた目次の代替として、図面管理ファイルを作成しますので、表紙と目次
は不要となります。（H15.6.2）

CA-77 線種の追加を含めて [-OTRS] を用いたレイヤの作成の仕方がよくわかりません。
[X-OTRS]、[X-OTRS-XXX]、[X-XXX-OTRS] のパターンがあると思います。

　▶▶▶ レイヤ構造は、「責任主体」-「図面オブジェクト」-「作図要素」によって構成されています。
レイヤ一覧に該当しない施設などは、[X-OTRS]、[X-OTRS-XXX] のパターンになり、線
種を追加したいなどの場合は、[X-XXX-OTRS] のパターンになります。（H15.6.2）

CA-78 SXF（P21）形式は、ファイル容量が大きいので、圧縮ファイルで電子納品してもよいでしょ
うか。

　▶▶▶ CAD 図面は圧縮ファイルではなく、SXF（P21）形式で納品してください。（H15.6.2）
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CA-79 業務におけるC AD図面のファイル名の「整理番号」について、受発注協議となっていますが、
現在のところ業務内容によって整理番号の規定はないのでしょうか。

　▶▶▶ 「整理番号」は、設計段階における詳細設計、予備設計の区分や、工区分け等を区別す
る汎用性の高い識別符号です。詳細につきましては、「CAD 製図基準に関する運用ガイド
ライン（案）」に記述しています。（H16.2.10）

CA-80 図面種類が異なる時に、構造物（-STR*）レイヤ（作図要素）が統一されていません。
　▶▶▶ 基準（案）では、図面種類によって構造物（-STR*）の考え方が異なります。（H16.2.10）

CA-81 基準（案）は、電子納品を対象とした規定なので、図枠の綴じ代の記載は不要と思います。
発注者から紙図面による納品の指示がでた場合は、綴じ代の幅を変更しないといけないの
でしょうか。

　▶▶▶ 原則として電子納品の際に、紙による納品の義務はありません。しかし、基準（案）は、
従来の図面体裁を踏襲して作成されています。図面の輪郭と余白については、綴じ代の有
無を事前に受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）

CA-82 図面でラスターデータを使用した場合、ラスターの色は任意でよいでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）のレイヤ名一覧には、ラスターレイヤの線色についての明示がされていませんが、

CAD 図面の出力を考慮して、見やすい色にて作図してください。また、SXF 形式で扱え
るラスターは、モノクロ（白黒の 2 値）となっています。（H15.6.2）

CA-83 ラスターデータの拡張子はTIFとなると思うのですが、納品のときのファイル名や格納フォ
ルダはどうなるのでしょうか。

　▶▶▶ 位置図（LC）に使用したラスター地形図であれば、「D0LC001Z.TIF」、平面図（PL）に
使用したラスター地形図であれば、「D0PL001Z.TIF」となります。ラスター地形図を格
納するフォルダは、ラスター地形図を使用したファイルと同じフォルダに保管してください。

（H15.6.2）

CA-84 図面のファイル名で整理番号の付け方がよく分かりません。
　▶▶▶ 整理番号の決め方は、受発注者で協議し、決定してください。基準（案）の記載の通り、

同一業務の中で詳細設計と切り回しなど複数の設計がある場合、同一図面種類（平面図等）
が複数存在することが考えられます。そのような場合、受発注者で協議し、整理番号の1
は詳細設計、2 は切り回し設計の整理番号として、区別して利用してください。（H15.6.2）

CA-85 コンクリート既製品設計製造におけるL型擁壁、プレキャストBOX、ブロック積の配列図
面のファイル名やレイヤ名はどのように設定すればよいでしょうか。また、配筋図は現場打
ちと同じ要領で作成するものなのでしょうか。

　▶▶▶ コンクリート既製品設計製造等の図面作成時には、業務により該当レイヤ等（レイヤ分類
例 :L 型擁壁が主構造物であれば STRとなり、副構造物であれば BYP 等）が異なります。
このため、基準（案）の工種・図面種類・レイヤ等がどの基準（案）に該当（参考と）するか、
受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）
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CA-86 輪郭線の太さを1.4mmと規定していますが、この輪郭線を極太線として3 種類、または
3 種類 +1.4mmの線としてもよろしいでしょうか。

　▶▶▶ 図面作成では輪郭線を極太線として数え、太線、細線を利用してください。ただし、太線、
細線の 2 種類での作図が困難な場合は、輪郭線を除いて、極太線、太線、細線を利用
して作図してください。（H15.6.2）

CA-87 SXF Ver.2フィーチャー仕様書においては、線種、線色の属性がないように思われます。1
レイヤにつき1線種、1線色の規定があるのに矛盾していないでしょうか。

　▶▶▶ SXFレベル 2 では、線種、線色、線幅はレイヤに依存せず、図形要素ごとの属性として線種、
線色、線幅を持つ仕組みとなっています。CAD データの交換標準であるSXFとしてはよ
り自由度の高い仕様となっており、図面の描き方（表記）の基準であるCAD 製図基準（案）
に従って描かれた CAD データを正しく交換することが可能ですので、矛盾は生じません。

（H15.6.2）

CA-88 表題欄の寸法は、図面寸法によって任意に変更してよいでしょうか。
　▶▶▶ 表題欄の寸法をA0 およびA1サイズ図面を対象として、100mm× 60mmとしています。

このため、図面サイズの小さいA3 等で出力する時は、寸法の変更は可能です。（H15.6.2）

CA-89 使用文字について、「CADデータ中の文字」と「管理項目に用いる文字」と分けて規定さ
れてありますが、CAD図面中で使用する文字については、数字等に全角・半角の規定は
ないのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 図面中に使用する文字に半角、全角文字の規定はありません。数字などを表記する
ときは、従来の作図に従い作成者の判断により、半角文字および全角文字を利用してくだ
さい。（H15.6.2）

CA-90 道路詳細設計の図面種類が 8 種類ありますが、これに該当しない図面のファイル名、図
面種類、レイヤ名、線色、線種などはどのように取り扱えばよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）にない図面のファイル名、図面種類、レイヤ名、線色、線種などについては、
既存の類似工種や類似図面種類を参考として、受発注者で協議し、決定してください。

（H15.6.2）

CA-91 [OTRS] のレイヤにも「n」番表示が必要ではないでしょうか。測量平面図では [D-BGD]
現況地物は実線とありますが、従来の図面表示では法尻線や家屋の屋根など破線で表
示しています。オブジェクトは [BGD]と分かっているのにレイヤが存在しない場合には、
[D-BGD-OTRS] は 1種類しかないため、2線種以上増やせません。

　▶▶▶ 同一の図面オブジェクトが複数存在し、区別する必要があるなどやむを得ない場合は、基
準（案）を参考に受発注者で協議し、作図要素の表記を適宜変更して新規レイヤを作成し
てください。その場合は、図面管理項目の新規レイヤ（略語）（概要）を記入することによ
り対応してください。（H17.2.18）

CA-92 道路詳細設計の小構造物図で [BGD]レイヤに表記するものが既設構造物等（基礎材）と
ありますが、基礎材以外で具体的にどのようなものを作図したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 表記すべき既設の小構造物の内容・種別については、受発注者で協議し、決定してくだ
さい。ただし、レイヤに既設構造物を含んでいれば、基礎材以外についても [BGD]レイ
ヤに作図してください。基本的な考え方はレイヤの分類の規定どおり、[BGD]レイヤには
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背景として主曲線、計曲線、現況地物、既設構造物等を、[STR]レイヤには主構造物とし
て新設構造物等を作図してください。小構造物図は道路の新設・改築に関らず作成されま
すが、小構造物図に表記される構造物は、道路の性格、築造される地域等で種々の小構
造物が含まれることが予想されます。このため、基準（案）では、既設の小構造物を利用
した、道路改築等への対応を図るため、小構造物図に表記される範囲においては、新設
の構造物と既設の構造物に区分し、維持管理を考慮した基準を作成しています。（H15.6.2）

CA-93 橋梁詳細設計では、高欄防護柵図のファイル名の指定しかなく、詳細のレイヤ名、内容が
記載されていません。CAD図面を作成する際は何を参考にすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 橋梁詳細設計における高欄防護柵図は上部工構造図と位置づけていますので、上部工構
造図のレイヤを利用してください。（H15.6.2）

CA-94 作図要素が複数の場合、どのようにレイヤ名を付ければよいでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）では作図要素が複数にまたがるものとして、主構造物のように [STRn] のよう

な表記としています。これに該当せず作図要素が複数にまたがる場合は、受発注者で協
議し、取り扱いを決定してください。（H15.6.2）

CA-95 CAD図面中の文字で「12・・・、III・・・、αβγ」などは使えるのでしょうか。
　▶▶▶ 丸数字（1、2、3...）とローマ数字（I、II、III...）は、JIS X 0208 において定義されてい

ないので使用できません。ギリシャ文字（α、β、γ）は JIS X 0208 において定義されて
いるので使用できます。ただし、運用により、丸数字等は図形と組み合わせて表現するこ
とが可能です（例 : 文字の「1」と○図形を組み合わせて「1」）。（H16.6.4）

CA-96 CAD図面の作成にあたっては、OCF認定のCADソフトを利用しないといけないのでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）では特定の CADソフトウェアを指定するような規定はしていません。納品時の
形式が SXF（P21）となっていればよいため、変換ソフトを利用していただいても問題あ
りません。ただし、オリジナルファイルからの変換の時に図面情報に誤記がないか確認し
てから納品してください。（H15.6.2）

CA-97 図面管理ファイルの [メーカ連絡先 ]、[受注者説明文 ]、[発注者説明文 ]、[予備 ] の
文字数が 128 文字と定義されていますが、工事管理ファイルでは127 文字となっています
ので整合を図っていただけないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] においては、127 文字に整合を図り改訂しています。（H17.2.18）

CA-98 レイヤの改訂の予定はありますか。
　▶▶▶ 基準（案）は、平成 15 年 7月版で対象とする全 34 工種を定義しています。レイヤの改訂

は実運用を踏まえ、必要に応じて対応していきます。（H16.2.10）

CA-99 輪郭線を極太線として数えた場合、次のとおりになり、大半が固定になってしまわないでしょ
うか。

・ 極太線は輪郭線のみでしか使用しない
・ A0、A1以外では輪郭線の太さは1.0mmで作図するため、使用可能線幅である

2.0mmは使用不可
・  線幅の比率は1:2:4と規定されているため、使用可能線幅である0.13、0.18mm

は使用不可
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 A0、A1の場合は「0.35、0.70、1.40（1:2:4）」、「0.35、1.40（1:4）」、「0.70、1.40
（1:2）」

 上記以外の場合は「0.25、0.50、1.00（1:2:4）」、「0.25、1.00（1:4）」、「0.50、
1.00（1:2）」

 なお、1.40、1.00 は輪郭線として使用します。
　▶▶▶ 線幅を複数利用したいとき、不都合があれば輪郭線は別扱いとして、その他に 3 種類を

組み合せて作図してもよいとしていますので上記のような組合わせだけではありません。
 基準（案）の規定に準じた太さの比率の組み合わせの例を示します。

【例】「0.50、1.00、2.00（1:2:4）」、「0.35、0.70、1.40（1:2:4）」、「0.25、0.50、1.00（1:2:4）」、
「0.18、0.35、0.70（1:2:4）」、「0.13、0.25、0.50（1:2:4）」

 （H15.6.2）

CA-100 基準（案）で文字の大きさは 2.5、3.5、5、7、10、14、20mmとありますが縦横の比率
を変えてもいいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、CAD データ中の文字の縦横比率の定義はありません。図面の体裁を考
慮して、適宜、変更することは可能です。（H15.6.2）

CA-101 作業用として任意に作成できる [D-STR-STRn] や [D-BYP-STRn] レイヤは線種が実線
と指定されていますが、点線や 2 点鎖線を割り当てて使用した場合、成果品として承認さ
れるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）に準拠して作図してください。不都合が生じた際は受注者で協議し、取り扱い
を決定してください。（H15.6.2）

CA-102 発注図面が基準（案）に準拠されていないため、SXF（P21）への変換が困難なので「発
注図面のファイル形式で完成図面を納品。新規図面はSXF（P21）で納品」としたとき、
完成図面は、基準（案）に準拠したレイヤにしなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 紙図面を発注者より入手した場合は、完成図を電子化して納品する義務はありません。基
準（案）に基づかない CAD 図面を入手した場合でも同様です。

 工事段階において新規に作成するCAD 図面は基準（案）に準拠して作成し、納品してく
ださい。（H15.6.2）

CA-103 任意のレイヤの「n」に 3～ 0、A～Zを割り当てて20 種類を超えるレイヤを作成し、納
品時に図面管理ファイルなどに記入した場合、成果品として承認されるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）に準拠することになりますが、不都合が生じた場合は受発注者で協議し、取
り扱いを決定してください。（H15.6.2）

CA-104 測量成果のCAD図面としては、ファイルの分類の 4 種のうち、1種または 2種にあたる
ものしかないと思いますが、すべてのファイル名一覧に測量のライフサイクル「S」があるの
はおかしいのではないでしょうか。

　▶▶▶ はじめて測量を行う場合の測量成果は、ファイル分類で定義した1種（案内図）および 2
種（説明図）となります。しかし、維持管理から測量にデータが引き継がれる場合には、ファ
イル分類の 3 種（構造図）および 4 種（詳細図）の図面を取り扱う可能性がありますので
現行通りとします。（H15.6.2）
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CA-105 下記の例のように異なった図面なのに、図面種類が同一になり、ファイル名称が重複、ま
たは区別がつかなくなるなどの現象が発生したりしないでしょうか。

【例】
- 共同溝設計だと防水工詳細図の図面種類はWP
- 橋梁詳細設計だと施工要領図の図面種類はWP

　▶▶▶ 業務や工事において複数の工種が発生する場合には、図面種類の重複が考えられるため、
受発注者で協議し、整理番号で区別方法を決定してください。（H15.6.2）

CA-106 レイヤ名の略す前の単語を示す資料はないでしょうか。
　▶▶▶ 現在のところ公開する予定はありません。（H15.6.2）

CA-107 変更契約が生じた場合の当初契約図面は、[DRAWINGS]フォルダに格納するのでしょう
か。その際、ファイル命名規則はどうなるのでしょうか。

　▶▶▶ ファイル名の改訂履歴を利用して区別し、[DRAWINGS]フォルダに当初契約図面および
変更契約図面を格納してください。

【例】 当初契約図面 :C1PL0010.P21、変更 1契約図面 :C1PL0011.P21、変更 2 契約
図面 :C1PL0012.P21

 （H15.6.2）

CA-108 図面管理ファイルの [ 起点側測点 -n]と [ 終点側測点 -n] に関し、マイナス測点の場合は、
どのように記入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ [ 起点側測点 -n] と [ 終点側測点 -n] に関するマイナス測点の記入は、冒頭に -（マイナス）
を記入して残り3 桁で対応してください。（H15.6.2）

CA-109 これまで表題欄に記入していた [会社名 ]、[ 照査技術者 ] は必要ないのでしょうか。
　▶▶▶ 表題欄は、各地方整備局で利用されている図面をもとに標準化したもので基準（案）に示

した表題欄を利用してください。ただし、基準（案）の記載の通り、表題欄は、受発注者
との協議により変更することができますので、表題欄に必要な項目や体裁を事前協議段階
において決定してください。（H15.6.2）

CA-111 発注図面は、ファイル名のライフサイクルをDからCに変更したのち、[DRAWINGS]フォ
ルダを作成・格納し、受注者に渡すのでしょうか。

　▶▶▶ 発注図面は、発注者がファイル名のライフサイクルをD からC に変更して [DRAWINGS]
フォルダに格納して、受注者に渡します。（H15.6.2）

CA-112 新規に作成した図面は基準（案）に準拠して作成し、納品するとありますが当初の図面で
変更がないものについては納品しなくてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 発注段階で基準（案）に準拠した CAD 図面を発注者から受け取った場合、当初図面
からの変更がなくても、CAD 製図基準（案）に従った CAD 図を納品することなります。

（H15.6.2）
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CA-113 H15 年度以降のSXF（p21）形式の電子納品に伴い、現在データ交換用に位置づけられて
いる「sfc 形式」の今後の取扱いついて教えてください。今後「sfc」はバージョンが上がる
ことはないのでしょうか。

　▶▶▶ SXFの仕様は、p21とsfcの両形式を対象としていますのでセットでSXFとお考えください。
現在検討しているSXFVer3.0 についても、sfc、p21どちらも対応する予定です。（H15.6.2）

CA-114 CADデータ中の文字は JIS Z 8313:1998「製図に用いる文字」と定められていますが、
具体的にどのような文字が可・不可なのでしょうか。

　▶▶▶ JIS Z 8313 は、製図で用いる文字の大きさやレタリング（明朝、ゴシック、イタリックなど
の書体）に関する規格です。使用文字については基準（案）P8「（1）使用できる文字」
をご覧ください。（H15.6.2）

CA-115 CADソフト固有のフォントは基本的に使用できないのでしょうか。使用できない場合は、
Windowsフォント（MS明朝、MSゴシック）のとなりますが、SXF変換する際に支障は
ないのでしょうか。

　▶▶▶ 異なるソフト間のデータ交換の際にうまく受け渡しができませんので、MSゴシックやMS
明朝等の一般的なフォントを利用することをおすすめします。SXF ブラウザでは、認識で
きないフォントの時は、MSゴシックに変換しています。（H15.6.2）

CA-116 ファイル名のつけ方について、発注者が発注図面を受注者に渡す際、ファイル名をリネー
ムすると聞きましたがこの解釈でよろしいでしょうか。

 その際、完成図面の改訂履歴を表す英数字は、0で良いと聞きました。工事施工の場合の
発注図面のライフサイクルは、施工。当初発注図面のままの場合は、改訂履歴は 0。変
更があった場合は、改訂履歴が 1。変更が 2 回の場合は、改訂履歴が 2。完成図面のラ
イフサイクルも、施工。改訂履歴は、Zにするものだと思ってましたが、どちらが正しいの
でしょうか。

　▶▶▶ 工事施工の場合のファイル名称の改訂履歴は下記の通りです。
C0PL0010.P21（発注時） 
C0PL0011.P21（改訂 1回目）
C0PL0012.P21（改訂 2 回目）
C0PL001Z.P21（納品時 : 最終成果品）

 （H15.6.2）

CA-117 SXFは最終的にレベル 4までバージョンアップされると聞きましたが、レベル 4になった
ら必ずレベル 4でOCFの認証を受けたCADソフトを使用しなければならないのでしょう
か。レベル4は3Dに対応と聞きましたが、一般に我々の行う業務では2Dだけで検討を行っ
ているため、単純にレベル 4が 3Dに対応するだけなら納品はレベル3までのSXFでもっ
て行えば良い様に思います。あと、3D-CADによってどのような事が出来る様になるのかイ
メージがつかめません。

　▶▶▶ 国土交通省では、民間機関によって認証された CADソフトの利用を義務付けるようなこ
とはしていません。レベル4 になっても基本的に同じと想定しています。レベル4 は、単
に3 次元に対応するわけではなく、図面以外の設計情報等も保持できるモデル化を行って、
計画・調査 - 設計 - 施行 - 維持管理という建設のライフサイクルを通して情報の連携・共有
を実現していくことを目指しています。レベル4 の利用方法や適用対象等は、現在検討中
であり、今後適宜広報していく予定です。（H15.6.2）
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CA-118 CAD 図面中にMS明朝やMSゴシックのフォントを使用した場合に、文字高さの設定が
3.5mmであっても、出力の際 3.5mmでは印刷されず、正確に表現されません。ちなみに
ベクトルフォントの場合は、3.5mmで設定すれば 3.5mmで正確に表現されます。

　▶▶▶ CADソフトにより、そのような場合も見受けられます。MSゴシックやMS 明朝等の一般
的なフォントを利用して作図願います。（H15.6.2）

CA-119 図面ファイルを作成したソフトと、SXF形式に変換したソフトが異なる場合、図面管理ファ
イルの [ 図面ファイル作成ソフトウェア名 ] は、どちらのソフトウェア名を入力すればいい
のでしょうか。

（例） 図面ファイルをAというCADソフトで作成、BというソフトでP21形式に変換
したとき

　▶▶▶ 図面管理ファイルには最終的に利用した CADソフト（SXF 形式に変換したソフト）を記
入してください。（H15.6.2）

CA-120 無償のCADソフトを使用していますが、このソフトで電子納品は可能ですか。
　▶▶▶ 国土交通省では、CAD データ交換フォーマットの規定は設けていますが、CADソフトに

ついては指定していません。（H15.6.2）

CA-121 各 CADソフトのSXF対応状況が記載されている資料はありますでしょうか。
　▶▶▶ SXF 対応予定の CADソフトについては、（財）日本建設情報総合センター（http://www.

cad.jacic.or.jp/）のホームページをご覧下さい。（H15.6.2）

CA-122 営繕工事、建築工事のCAD図面についても、SXF仕様を用いた方がよろしいのでしょうか。
　▶▶▶ 営繕工事、建築工事の CAD 図面の作成にあたっては、「建築 CAD 図面作成要領（案）」

および「建築設備 CAD 図面作成要領（案）」をご覧ください（http://www.mlit.go.jp/
gobuild/kijun/index.htm#cals）。（H15.6.2）

CA-123 具体的に工種ごとのレイヤに従った図面例などがあれば理解しやすいと思うのですが、図
面例を提供していただけないでしょうか。

　▶▶▶ 現在、基準（案）平成 15 年 7月版に対応した図面例を作成中です。図面例 http://www.
nilim-ed.jp/calsec/rule/cad/index.htmの公開は平成 15 年度中に一部公開し、順次公
開予定です。（H16.2.10）

CA-124 DXF<-->SXFトランスレータは、SXF Ver2.0、またはそれ以降のバージョンに対応する
予定はあるのでしょうか。もし、予定があるのであれば、リリース時期はいつ頃になるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 現在、SXFの開発においては、Level3、4 の検討を行っています。SXF 開発の成果に関
する公開予定時期が決定しましたら、（財）日本建設情報総合センターの CAD データ交
換標準開発（http://www.cad.jacic.or.jp/）にてその予定を掲載します。（H16.2.10）

CA-125 各要領（案）では、文字サイズの規定を特に設けていませんが、CAD製図基準（案）で
は文字サイズが規定されています。この解釈はどのようにすればよいのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 製図基準（案）で規定している文字サイズは、CAD データ中の文字であり、管理項
目に用いる文字ではありません。（H15.6.2）

http://www.cad.jacic.or.jp/
http://www.cad.jacic.or.jp/
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/index.htm#cals
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/index.htm#cals
httpwww.nilim-ed.jp/calsec/rule/cad/index.htm
httpwww.nilim-ed.jp/calsec/rule/cad/index.htm
http://www.cad.jacic.or.jp/
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CA-126 公園詳細設計に適用する工種はあるのでしょうか。また、平面図を「施設平面図」「割付
平面図」「植栽平面図」とした場合、基準に設定の無い「図面種類」をオリジナルとして
規定してもよいのでしょうか。このような図面は成果品として納品できるのでしょうか。

　▶▶▶ 現在の基準（案）で規定しない工種については、基準（案）を参考に受発注者で協議し、
工種を追加してください。工種追加の場合は、図面管理項目の追加対象工種（数値）（概
要）を記入することにより対応してください。（H17.2.18）

CA-127 レイヤの順番に関する規定は見当たりませんが、必要に応じてレイヤ順番を変えても問題な
いでしょうか。

　▶▶▶ 地形図などを一番上に持ってくると他のレイヤに作図した内容はは見えなくなります。基準
（案）では、レイヤの順番までは規定していませんので、作図者がレイヤの順番変更で見
えないレイヤが出ないようにして納品してください。（H15.6.2）

CA-128 DMデータをSXFデータに変換するソフトウェアは国土交通省ホームページからダウンロー
ドできるのでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省では、現在のところDMデータをSXFデータに変換するソフトウェアは取り扱っ
ていません。（H15.6.2）

CA-130 基準（案）では詳細にレイヤを分類していますが、ここまで分ける必要があるのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）では、ライフサイクルによる利用や他分野との連携等も考慮してレイヤ分類をし

ています。（H15.6.2）

CA-131 工事発注時の表題様式と基準（案）の表題欄の規定が異なっています。どちらにするか協議
により決定することとなっていますが、両方の表題欄の図面を作成するように指示されると電
子納品で納める図面および作業量が倍になります。今後統一することはあるのでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、基準（案）に従い表題欄を作成してください。ただし、基準（案）に記載し
ている通り、表題欄の一部の変更は認めていますので受発注者で協議し、決定してくださ
い。（H15.6.2）

CA-132 ファイル名の整理番号は 0～ 9、A～Zとなっていますが、付番ルールはあるのでしょうか。
区分（分け方、番号の付け方）について詳細を教えてください。

　▶▶▶ ファイル名の付番ルールは、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」を参照して
ください。（H16.2.10）

CA-133 図面作成例では、「romans.shx」、「extfont.shx」、「bigfont.shx」フォントが使用され
ていますが、これらは一般的なフォントなのでしょうか。また、MSゴシックやMS明朝以
外で「simplex.shx」、「bigfont.shx」もよく使いますが、これらは一般的なフォントに含
まれるのでしょうか。

　▶▶▶ 図面作成例は、一部現行の基準（案）に準じてないところがあります。一般的なフォントとは、
MSゴシックやMS 明朝などを指します。「simplex.shx」、「bigfont.shx」などのフォントの
利用は受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）

CA-134 「一般図」で緯度経度などの情報がわからない場合、未記入でもよいでしょうか。
　▶▶▶ 図面管理ファイルにおける「位置図」、「平面図」、「一般図」の場所情報および基準点情報は、

必須記入となっていますので必ず記入してください。（H15.6.2）



CAD 製図基準（案）-CA　　95CAD 製図基準（案）-CA　　95

CA-135 緯度経度などを調べたい場合、どこかに問い合わせれば教えてもらえるのでしょうか。
　▶▶▶ 平面直角座標が分かっていれば、緯度経度への変換は可能です。ただし、平面直角座標

や緯度経度も不明の場合は、発注者に尋ねるか、国土地理院の発行している地形図およ
びホームページを参考にして調べてください。（H15.6.2）

CA-136 STR以外の作図要素および図面オブジェクトには数字を付け足すことはできないのでしょ
うか。STR以外の作図要素および図面オブジェクトにも数字を付け足してよりわかりやす
いよう区別し、チェックシステムの新たなレイヤを作成した場合の入力のダイアログに入力
するとエラーが出ます。

　▶▶▶ レイヤ名の 2 階層目の図面オブジェクトに数字を付与することはできません。しかし、3 階
層目の作図要素には、受発注者で協議し、付与することができます。（H15.6.2）

CA-137 基準（案）で規定する文字高さというのは、文字高さ情報のことでしょうか。それとも印刷
した時の見た目の文字高さのことでしょうか。SXFの文字高さに関し、文字の回りには余
白がありますので、データで3.5mmの情報を与えても実際目に見える文字高さは 3.5mm
ではありません。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している文字高さとは、文字高さ情報のことです。ただし、同じ
3.5mmの文字を作図してもCADソフトにより印刷時の文字高さが異なることがあります。

（H15.6.2）

CA-138 基準（案）[H14.7]P78で「2 編以降を参照」と記述されていますが、どこを参照すればよ
いか分かりません。また、ほとんどの工種において、「従来の作図方法を踏襲する」という
記述が多数ありますが、「従来の作図方法」とは、何を見れば分かりますでしょうか。同様
に、P83の旗上げ表記方法に関する説明でも、「従来の表記方法」という記述があります。

　▶▶▶ 「2 編以降を参照」とは、線形図の線形要素の表現に関しての事項となりますので、基準（案）
[H14.7]P30 ～ P32 の解説を参照してください。従来の作図方法とは、電子納品を行う前
の紙図面での作図方法を指しています。（H16.2.10）

CA-139 樋門設計には、機械および電機の設計も含まれますが、該当する図面の種類およびレイヤ
の種類が存在しないと思われますが、どのように対処すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 樋門樋管に関することだけでなく該当する図面種類やレイヤ名が存在しない場合は、基準
（案）を参考にして、受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。（H15.6.2）

CA-140 測点に関し、n+m の nを 4 桁で、mを 3 桁でとありますが、測点が No.20+15.00
であった場合、nは 0020、mには 15と記入すればよいのでしょうか。また、測点が
No.20+15.570とかの場合はmに記入するのも15でよいのでしょうか。

　▶▶▶ 測点が No.20+15.00 であった場合、測点 nを 0020、測点 mを 015と記入してください。
また、測点が No.20+15.570 の場合も同様に、測点 nを 0020、測点 mを 015と記入して
ください。（H15.6.2）

CA-141 距離標に関し、n+mの kmを3 桁でmを3 桁で記入するとありますが、起点側の測点の
距離が 1850.700であった場合に桁数が合わないように思いますが、具体的にどのように
数値をを記入するのでしょうか。

　▶▶▶ 距離標の n+mの nは 3 桁としており、km（キロメートル）の単位を想定しています。同
様に mは 3 桁としており、m（メートル）の単位を想定しています。このため、100km
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以上の距離標は想定していません。上記の n+mの単位に留意して記入してください。
（H15.6.2）

CA-142 CAD図面にラスタデータ利用した場合、貼り付けた画像データを入れる時のファイル名称
に規定はあるのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 図面にラスタデータを利用した場合（ラスタデータ）のファイル名称は、参照元と同
様のファイル名称とし、拡張子を「TIF」として参照元ファイルと同一フォルダに格納して
納品してください。（H16.2.10）

CA-143 「土木構造物標準設計」の図集にて設計を行う場合もCADソフトで図面を作成する必要
があるのでしょうか。また、この図集のCAD図面を公開する予定はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省直轄の設計業務においては電子納品の対象となっていますので、基準（案）
に準じて作図してください。現在のところ、土木構造物標準設計の図集の CAD 図面を公
開する予定はありません。（H15.6.2）

CA-144 カラーの図面（赤のみまたは多色、塗りつぶし）の場合、基準（案）どおりの作図では紙
で出力した状態と同じように図面色が反映できません。カラーの図面の場合、線色を出力
色どおりにしてもよいのでしょか。

　▶▶▶ 原則として、レイヤの線色は基準（案）に従い記入してください。ただし、紙図面に印刷
する場合など、基準（案）通りの作図で見づらい場合は、受発注者で協議し、取り扱いを
決定してください。（H15.6.2）

CA-145 用紙サイズがA1より長くなる場合、長尺規格サイズだと大きく余ったり、微小に足りない
場合が出てきますので、収まるサイズにしてもよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で規定している図面の大きさは、標準として示しているものであり、基準（案）
によらない大きさを使用する場合の延長サイズにおいても、できるだけ整数倍とするよう
受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。（H16.2.10）

CA-146 同一図面に、平面図・縦断図・標準横断図などの図面種類の異なった内容がある場合、
図面種類をどのように定義すればいいのでしょうか。チェックシステムでは定義した図種以
外のレイヤがエラーになります。

　▶▶▶ 同一図面に複数の図面種類を作図する場合は代表的な図面種類を選択してファイル種類
を選択してください。（H15.6.2）

CA-147 複数年度の工事で（4～ 5年前など）の電子納品対象外のCAD図面で、本年度修正のた
め電子納品で再提出する図面に対しても、基準（案）に遵守してレイヤわけや線種変更作
業をしなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 発注図面が CAD 製図基準（案）に従った CAD 図面である場合は、原則として完成図
面をCAD 図面で納品してください。また、事前に受発注者で協議し、納品方法を決定し
てください。（H15.6.2）

CA-148 電子納品要領（案）は1業務 1媒体を基本としていますが、複合業務の場合の [DRAWING]
フォルダおよび [REPORT]フォルダをどのように整理すればよいでしょうか。整理番号に
よって分けてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 複合業務の場合は、ファイル名の整理番号を利用してください。（H15.6.2）
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CA-149 基準（案）に準拠して線種、線幅、文字サイズを変更していくと紙で出力した成果と見栄
えが異なってきますが、よいのでしょうか。

　▶▶▶ 原則として基準（案）に従い作図してください（ただし、紙で出力した成果と見栄えが大き
く異なる場合は、受発注者で協議し、取り扱いを決定してください）。（H15.6.2）

CA-150 砂防ダムおよび重力式コンクリートダムの本堤正面図を現況の横断図を3本重ねて作成す
る場合、レイヤ名や線種、色を変えて表示させたいのですが、どのように考慮すればいい
のでしょうか。

 下流側横断図 現況地形 破線    推定岩盤線 二点鎖線
 ダム軸横断図 現況地形 実線    推定岩盤線 二点鎖線（実際は別の線種にしたい）
 上流側横断図 現況地形 一点鎖線 推定岩盤線 二点鎖線（実際は別の線種にしたい）
 実業務でダム（本堤）の形状決定時の根拠となるので必要になりますが、基準（案）では

そこまで示されていないのでどうすればいいのか解りません。
　▶▶▶ 基準（案）では、代表的な事例を示していますので、業務に支障のないように受発注者で

協議し、線種・線色を決定してください。ただし、線種については、SXFの規定外の線
種を選択するとデータ交換ができませんのでご留意ください。

 なお、基準（案）では、1レイヤ1 線種 1 線色としていますが、これに依ることが困難
な場合は受発注者協議の上、1レイヤ複数線種・複数線色を利用することが可能です。

（H16.2.10）

CA-151 道路詳細設計の縦断図では表示する帯と順番が決められていますが「拡幅すり付け」を表
示する場合は何番目に表示すればよいのでしょうか。「片勾配すりつけ図」の下に表示すれ
ばよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）には、従来の表記に準じて作図することを基本としていることが記載されてい
ますので、従来の表記に準じて作図してください。（H15.6.2）

CA-152 ファイル名の整理番号、図面番号は連番でなくても構わないのでしょうか。例えば、位置
図と平面図の整理番号が違っていたり、全 3 枚の平面図の図面番号が 010、111、001な
ど連番となっていなくてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）の解説に示す通り、図面番号は表題欄の図面番号を表していますので、図面
番号は連番となります。ただし、整理番号はライフサイクル、図面種類、図面番号を詳細
に区分するためのものであり、付番の方法は受発注者で協議してください。（H15.6.2）

CA-153 下水道設計の各図面における地下埋設物のレイヤ設定について教えてください。また、線
種の種類は、1種類で対応しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、1レイヤ1 線種 1 線色としていますが、これに依ることが困難な場合は
受発注者協議の上、1レイヤ複数線種・複数線色を利用することが可能です。（H16.2.10）
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CA-154 「ダム構造物設計/重力式コンクリートダム詳細設計/縦断面図」のファイル名称、製図
仕様に関する規定がないです。具体的には、「ダム構造物設計/重力式コンクリートダム詳
細設計/縦断面図」が、付属資料のレイヤ名一覧にのみ存在し、製図仕様やファイル名
一覧には存在しない。実際に製図する際は、仕様およびファイル命名をどのようにすべきで
しょうか。

　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。P155 の1-13 重力式コンクリートダム詳細設計のファイル名一覧
に縦断図の記載がありませんので PF（ProFile）縦断図を追加します。P243 に示す通
り、重力式コンクリートダムの縦断図は道路詳細設計の縦断図を参考にしてください。

（H15.6.2）

CA-155 トンネル調査と補修設計業務を行っているのですが、その際に作成しなければならない図面
（ex. 変状展開図、補修工詳細図）に関しての図面ファイル名やレイヤ名は基準（案）で策
定されているのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、設計業務共通仕様書を参考として工種を選定しています。基準（案）で
対象とする工種は、全 34 工種となります。基準（案）に定義されていない工種については、
基準（案）を参考に受発注者で協議し、図面管理項目の追加対象工種に記入することに
より対応してください。（H17.2.18）

CA-156 基準（案）には「責任主体は該当するレイヤを修正したときのみ変更し、該当するレイヤを
変更しない場合はレイヤ名を変更しない」とありますが、例えば、測量が作成した図面を
設計で計画を追加する場合、次のどちらに該当するのでしょうか。

（1）  S- △△△ - □□□のレイヤは全て残して設計のレイヤを追加する。
（2）  平面図は現況地物として D-BGDというレイヤに放り込んでしまって、S- △△△ 

- □□□のレイヤは削除するのか。
（1） の場合、後で図面をもらう工種はどんどんレイヤが追加されます。（2）の場合、

D-BGDをS-BGDに変更し、これだけ残して後は削除という判断なのでしょうか。
　▶▶▶ 電子納品の基本的な考え方は、ライフサイクルを通じて利用が可能となることを前提として

います。ご質問のような測量成果を設計で利用するときは、設計で利用（変更）したレイ
ヤのライフサイクルをS からDに変更してください。具体的には、利用した測量において
現況地形等のレイヤであれば、S-BGDで設計プロセスに渡されることを想定していますの
で、S-BGDをD-BGDに変更して利用してください。（H15.6.2）

CA-157 ラスターファイルは、通常オリジナルのCADファイルと同じファイル名でラスターを図面に
貼り付けていますが、基準（案）に準拠して変換（名前の変更）するとリンク情報が失われ
ますがどのように対処したらよいでしょうか。

　▶▶▶ 最終の納品成果品の名称でリンクを張って納品してください。（H15.6.2）

CA-158 基準（案）の図形の表し方の解説では、図形の重複を避けるようにありますが、[CA-74]
のようにレイヤごとに作図すると線が重複してしまうのではないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、不要な図形が重ならないように「重複」をさけると定義しています。しかし、
基準（案）においては図面の利活用を考慮して必要と考るレイヤを定義していますので、
図形が重複していても省略せず基準（案）のレイヤ構成に従い作図してください。（H15.6.2）
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CA-159 CA-92 のレイヤのQAを確認したところ、下記のようになると認識したのですが、間違い
ないでしょうか。

         ¦ 新設構造物のみ ¦ 既設構造物含む
 ---------------------------------------
 基 礎 材  ¦ [STR] レイヤ  ¦  [BGD]レイヤ
 ---------------------------------------
 基礎材以外  ¦ [STR] レイヤ   ¦  [STR] レイヤ
　▶▶▶ 下記の通りとなります。（H15.6.2）
  ¦ 新設構造物のみ  ¦ 既設構造物含む
 ---------------------------------------
 基 礎 材 ¦ [STR]レイヤ ¦  [BGD]レイヤ
 ---------------------------------------
 基礎材以外  ¦ [STR]レイヤ   ¦  [BGD]レイヤ

CA-160 CAD図面にラスタデータを利用した場合、ラスタデータについても図面名や図面番号等の
XMLの情報を記入しなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、ラスタデータに関する図面管理項目はありませんので記入は不要です。
ただし、図面管理ファイルにおいて対象図面の情報を記入する際、[ 受注者説明文 ] にラ
スタデータの名称および外部参照ありと記入してください。具体的には下記の通り図面管
理項目の受発注者説明文に記入してください。

【記入例】
 D0PL0001.P21（平面図のオリジナルデータ）
 D0PL0001.TIF（平面図に利用した外部参照の TIFF データ）
 D0PL0001.P21の [ 受注者説明文 ] に、「外部参照 D0PL0001.TIF あり」と記

入してください。
 （H16.2.10）

CA-161 CAD図面のオリジナルファイルの規定が設けられていませんが、ファイル命名規則を策定
する予定はあるのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 図面の電子納品については、P21 形式をオリジナルファイルとしていますので、基準
（案）のファイル命名規則に準じてください。（H15.6.6）

CA-162 道路や河川では帯の表示順序が記載されていますが、表示する場合は記載されている順序
に従わなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している道路や河川の帯の表示順序については、旧建設省の作図要領
を参考としていますので表示順序も基準（案）に従い作図してください。ただし、これに
よることが困難な場合は受発注者協議のうえ決定してください。（H15.6.6）

CA-163 ボックスカルバートや擁壁などの設計の場合、類似の工種（例 : 共同溝を参考にボックスカ
ルバートの図面を作成）に準じて決定したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で対応する工種がない場合は、受発注者で協議し、類似の工種に準じて取り
扱いを決定してください。（H15.6.18）
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CA-164 図面管理ファイルの緯度経度に係わる項目の文字数は 7 文字となっていますので、
「0381750」となるのでしょうか。

　▶▶▶ 図面管理ファイルの緯度経度に関する項目は 7 桁の半角英数字で記入してください。
（H15.6.18）

 例）緯度が 38 度 17分 50 秒の場合は「0381750」と記入

CA-165 線種・線色の改訂はあるのでしょうか。基準（案）では、業務・工事中における図面の運
用は配慮されているのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、納品時の線色および線種の参考として例示しているものです。線種や線
色の基本的な考え方については、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」を参
照してください。（H16.2.26）

CA-166 [CA-156] に関連して、CAD図面の「利用」と「変更」の取り扱いを教えてください。例えば、
道路設計では、測量で作成した現況の平面図を「利用」しますが、その内容は一切「変更」
しません。この場合でも責任主体を「S」から「D」に変更するのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で示す通り、変更修正したレイヤ名称の責任主体を変更してください。ご指摘
のような現況平面図を利用するが変更修正がないレイヤについては、責任主体は測量段階
の S のままで結構です。（H15.6.18）

CA-167 線種の外観パターンでは、図面によりパターン間隔を変更することがあります。太さは段階
があるのですが、間隔には段階はないのでしょうか。CADソフトによっては、印刷時に太
さを定義するので、その際の対処方法がわかりません。

　▶▶▶ 目視による判別ができるよう作図してください。線種については、JIS Z8312:1999 に定義
されています。また JIS Z8321:2000「CAD に用いる線」では、線の要素（点、長線、短線、
極短線、すき間）の長さを、線の太さの基準に応じて変更する必要があるとしています。
しかし、厳密に適用すると図面が見にくくなる場合があるため、線の種類が目視により判
別ができればよいとしています。（H15.7.1）

CA-168 平面図等において、現況の線色と計画の線色が混同しており、画面で閲覧した場合および
図面出力した場合に同じようなものとなってしまいます。現況に関して、他の色は採用され
ないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、原則的に現況（現況地物や既設構造物等）と計画（主構造物等）の線
色は異なっています。ただし、基準（案）に示す線色は参考色としていますので、業務・
工事上、不都合が生じる時は、受発注者で協議し、変更することができます。（H15.7.1）

CA-169 仮設に関する図面で、ボーリング柱状図レイヤが 1つしかないので、詳細なレイヤを作りた
いのですが、どうすればよいのでしょうか。柱状図には、ハッチング・文字・点など様々な
物が含まれているため、画面で見た場合に細い線と太い線の区別ができません。

　▶▶▶ 基準（案）のレイヤに示す通り、ボーリング柱状図は原則として 1つのレイヤ（-BGD-BRG）
で記入してください。ただし、業務・工事上、不都合が生じる時は、受発注者で協議し、
レイヤを追加して対応してください。（H15.7.1）
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CA-170 今後、SXF形式のファイル容量の縮小化は図られていくのでしょうか。平面図等のファイ
ル容量の大きな図面を作成した場合、SXFに変換すると200MB近くなり、パソコンによっ
ては「データが壊れる」「ファイルが開けない」等の症状が起きました。

　▶▶▶ SXF 形式ファイルの取扱いは、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」に記載
していますので、参照してください。（H16.2.10）

CA-171 平面図作成においては、道路が複数交差する場合や複数存在する場合があるので、道路
ごとにレイヤを作成したいのですが、どのように対処すればよいのでしょうか。同様に、中
心線も1つのレイヤしか用意されていません。

　▶▶▶ 基準（案）では、複数の道路に関しても1つのレイヤで作図するようしています。ご質問
のように複数の道路を個別に作図したいとき（レイヤ分け）が必要な時は、受発注者協議
の上、レイヤを追加して対応してください。（H15.7.1）

CA-172 1レイヤで構造図が作図できない場合の対応方法を教えてください。構造図等では、構造
物外形線（実線）しかありませんが、内部の細かい描写には細い線を使用したり、別のレ
イヤを使用することがあります。また、実線だけではなく、「破線」や「二点鎖線」も多用
することもあり、1レイヤでは処理できません。

　▶▶▶ ご指摘のような、1レイヤで構造図が作図できないレイヤは、-STRnを利用してレイヤを追
加し、作図して下さい。（H15.7.1）

CA-173 縦断図の表現を豊かにするために、別の色を使ってもよいのでしょうか。基準（案）では、
構造物関係の線色が赤に統一されているので、画面で閲覧したり、出力した場合は区別が
つきません。

　▶▶▶ 基準（案）で示す線色は参考色ですので、これに依りがたい場合は、受発注者協議の上、
変更することができます。（H15.7.1）

CA-174 平面図の現況レイヤに関し、現況図には、現況高・杭・マンホール・法面形態など、様々
なものが表現されていますが、現況地物の線と区別したレイヤにするにはどうすればよいで
しょうか。また、現況高等の文字とそれに関する点のレイヤが、基準（案）では特に定めら
れていません。

　▶▶▶ 基準（案）では、ご指摘された対象物を「-BGD」に作図することにしています。現況地物
と区別する場合は、受発注者で協議し、新規レイヤを追加して利用してください。（H16.9.3）

CA-175 基準（案）に示されている文字の大きさに依りがたい場合は、標準と異なる文字の大きさ
を用いてもよいのでしょうか。配筋図の引出線の鉄筋番号の表示ではこの標準の大きさだ
けでは表現するのに無理があります。

　▶▶▶ 基準（案）に示す CAD データ中の文字の大きさは標準であり、これに依ることが困難な
時は受発注者で協議し、変更してください。（H15.7.1）

CA-176 基準（案）では基準となる点（測量ポイント）というレイヤが用意されていますが、このレ
イヤに作図する点というのはSXFの点属性を指すのでしょうか。SXFの点属性のみであっ
た場合、今まで基準点などで使用していた記号（三角点〔三角と点の組み合わせの図〕・多
角点等）はどのように表記するようになるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している基準となる点（測量ポイント）は、SXFの点属性ではなく、レ
イヤを指しています。よって、ご指摘のような今まで基準点などで使用していた記号（三角
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点（三角と点の組み合わせの図）・多角点等）は今までと同様に基準となる点（測量ポイント）
レイヤに作図してください。（H15.7.1）

CA-177 レイヤ一覧表の中に、「*-STR-STRn」が存在している場合、特に受発注者の協議を行わ
ずに、*-STR-STR2 等のレイヤを追加しても問題はないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している主構造物（STR）の作図要素を追加する場合は、受発注者で
協議し、STRnの n部分に数値を昇順記入してレイヤを追加してください。（H15.7.1）

CA-178 当初および変更した計画が同一図面上にある場合、「-STR」のレイヤ分けはどのようにす
ればよいでしょうか。

 また、二重線を用いて変更した旗上げや寸法線は当初、変更とも「-DIM」、「-HTXT」の
同一のレイヤで表示するのでしょうか。（この場合、二重線はどのレイヤに含まれますか。）
または、変更する度にレイヤを増やしていくのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の内容については、基準（案）で特に明記しておりませんので、受発注者協議により、
当該事業の作図目的に応じて、レイヤを増やす等の方法により対応してください。（H15.7.1）

CA-179 データ交換用に位置づけられているSXF形式のデータは、納品時にブラウザで正常に閲
覧可能であればよいのでしょうか。LEVEL2の要素は維持されますが、SXFへ変換を行う
と全角文字と半角文字で文字幅の差異が生じます。

　▶▶▶ SXF 形式のデータは、納品時にブラウザで正常に閲覧可能であれば問題ありません。詳
細については、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」を参照してください。

（H16.2.10）

CA-180 基準（案）に記載されていない事項について、1.JISA0101[5月改訂版 ]、2. 土木製図基準 [5
月改訂版]の内容が異なる場合には、どちらに従えばよいでしょうか。1は解釈がむずかしく、
2は図面例等もありわかりやすいので、2に項目があればそちらを適用してもよろしいでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）に記載されていない事項については、原則として、JISA0101[5月改訂版 ] に従っ
てください。（H15.7.14）

CA-181 場所情報、基準点情報は「位置図」、「平面図」、「一般図」では必須記入となっていますが、
管理ファイルへ記入するとともに図面内に図示しなくてはいけないのでしょうか。図面内へ
図示しなければ、管理ファイルへどこの座標が記入されているか分かりません。

　▶▶▶ 基準（案）では、図面管理項目への記入を必須としており、図示は不要としています。
（H15.7.14）

CA-182 ファイルの分類表より、配筋図は [4 種 ] 詳細図となりますが、ファイル種別と図面オブジェ
クトの組合せによると、詳細図にはオブジェクト”背景（BGD）”は存在しません。例えば
樋門樋管設計におけるレイヤ一覧表での配筋図にはBGDレイヤが存在しています。これ
はどう解釈すればよろしいのでしょうか。

　▶▶▶ 河川設計の配筋図は、事業の内容により、単品として設計される場合には詳細図として作
図され、また既設構造物の補強として設計される場合等には既設構造物との関係を示す
図面内容が追加されます。（H16.2.10）
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CA-362 「2-4 線種と線の太さ」の解説の（2）に「図面に使用する線の太さは、輪郭線と区別して
もよい」とありますが、表題欄のタイトル枠、区切り線、罫線は、輪郭線と同じ扱いにな
るのでしょうか。同じ扱いでない場合、使用できる線幅1:2:4 の内の一種類の線幅として
みるのでしょうか。それとも、輪郭線と同じような特別な扱いになるのでしょうか。

 特別な扱いとする場合、線幅は何を使えばよいでしょうか。
　▶▶▶ 表題欄のタイトル枠や区切り線、罫線は、輪郭線とは別の扱いとなりますので、原則とし

て使用できる線幅 1:2:4で作図してください。（H16.3.16）

CA-183 線の太さの分類は、紙に出力する場合だけでなく、CAD図面のオリジナルファイル上でも
適用されるのでしょうか。

　▶▶▶ 線の太さは、紙出力だけでなくCAD データ納品段階で適用してください。（H15.7.28）

CA-184 表題欄の位置は原則として図面の右下、または図面情報が重なる場合には右上隅と規定さ
れていますが、発注者によっては左上隅と指定される場合があります。このような場合は、
発注者と協議の上、変更しても問題ないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、原則として表題欄の位置は図面の右下としておりますが、受発注者と協
議の上、変更可能となっています。（H15.7.28）

CA-185 レイヤ名の作図要素は 4文字以下と明記されていますが、基準（案）[H15.7] 地下構造物
設計の施工計画図の仮設全体縦断図の「BGD」にて「-EXST1」と「-EXST2」と5文
字が入っています。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）[H15.7]P170 の 2-2 地下構造物設計（14）施工計画図 2）仮設
全体縦断図の -BGD-EXST1、EXST2 は -BGD-EXS1、EXS2 に修正します。正誤表を
ご覧ください。なお、基準（案）[H16.6] においては、地下構造物設計の仮設全体縦断図
の -BGD-EXST1、EXST2 は -BGD-EXS1、EXS2と改訂しています。（H17.2.18）

CA-186 使用しているCADソフトによっては、図面を実寸で描く空間と用紙に合わせて尺度を変更
して図面をレイアウトする空間に分かれているものがありますが、電子納品をする際にレイ
アウトの空間を使用しても構わないでしょうか。

　▶▶▶ 作図した CAD 図面を SXF（P21）形式に変換して SXF ブラウザでご確認してくださ
い。SXF ブラウザ上で問題なければ、使用できます。問題がある場合は使用できません。

（H15.7.28）

CA-187 横断図のDLラインのレイヤは、「D-BMK」に指定されていますが、このレイヤ従属の線
種が一点鎖線であるため、DLラインも同様の線種となります。実線で作図を行うにはどの
ようにすればよろしいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している線種や色は例示です。これに寄りがたい場合は受発注者で協
議し、取り扱いを決定したうえ1レイヤに複数の線種を利用することができます。線種や
線色の基本的な考え方については、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」を
参照してください。（H16.2.26）

CA-188 SXF（P21）形式の判別方法を教えてください。
 例えば、異なるCADソフト間においてSXF（P21）形式の互換が取れない場合があります。

（OCFの認定を取得していないCADソフトでSXF（P21）のCAD図面を作成して、その
ファイルを別のソフト（OCF認証済み）で開けない）。このため、SXF（P21）の正当性を
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確認することが困難です。また、（財）日本建設情報総合センターのSXFブラウザでは閲
覧可能であっても、OCF認定のCADソフトで閲覧できない場合もありました。（財）日本
建設情報総合センターで掲載されているSXFブラウザで閲覧できれば合格、出来なけれ
ば不合格という明確な判断基準は設けられているのでしょうか。

　▶▶▶ 交換標準の考え方から、作図した CADソフト（ネイティブ）を「正」とするのではなく、
SXF ブラウザで閲覧できるCAD 図面を「正」としています。 （H15.7.28）

CA-189 築堤・護岸詳細設計の横断図では「用地境界」はどのレイヤに表示したらよいのでしょうか。
　▶▶▶ 用地境界は、「D-BMK-ROW」レイヤに作図してください。（H15.7.28）

CA-190 道路本体設計の「一般構造物」に関連する図面ファイル名や、レイヤ名が明記されていま
せん。（配筋図、詳細図、構造一般図）橋梁や、地下構造物設計のファイル名に準拠する
ということなのでしょうか。

　▶▶▶ 道路本体設計の一般構造物に関連する図面ファイル名や、レイヤ名は、配筋図、詳細図、
構造一般図や橋梁、地下構造物設計のファイル名に準拠して作図してください。 （H15.7.28）

CA-192 土木製図基準 [平成15年小改訂版 ]で ISO規格に基づき、鉄筋曲げ加工の寸法表示を「中
心寸法」から「外形寸法」となりましたが、今後、CAD製図基準（案）にも適用されるの
でしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、土木製図基準 [ 平成 15 年小改訂版 ] では、鉄筋曲げ加工の寸法表示を「中
心寸法」から「外形寸法」となりました。ただし、基準（案）で適用する土木製図基準は
平成 10 年 12月版としていますので、今までどおり鉄筋曲げ加工の寸法表示は「中心寸法」
で作図してください。（H16.2.10）

CA-193 基準（案）[H15.7] の付属資料の P157「レイヤ名一覧」について、*-STR-STRA、
*-STR-STRB、*-STR-STRC、*-STR-STRn とありますが、この場合 nは「D」から「Z」
と考えてよいのでしょうか。

 また、[CA-177] には「数値を昇順に ... 」と記述されていますが、「1、...、9、A、...、Z」
と解釈してよいでしょうか。

　▶▶▶ P157の -STR-STRnのレイヤ作図要素 nには「1から9、AからZ」の順に記入してください。
（H15.8.12）

CA-195 基準（案）[H15.7] の付属資料のP156「レイヤ名一覧（1）位置図（道路設計共通）」について、
「（道路設計共通）」とは、道路本体設計の「道路」/「歩道」/「平面交差点」/「立体交差点」
/「道路休憩施設」/「一般構造図」の全ての図面に対して共通の規則という意味でしょうか。

 上記の解釈で正しいなら、「（道路本体設計共通）」と記述したほうが分かり易いと思います。
　▶▶▶ ご指摘の通り、道路設計共通とは該当する全ての図面に対する共通の規則となります。記

述は、実運用を踏まえ、再検討していきます。（H15.8.12）

CA-196 基準（案）[H15.7] の付属資料のP158、P160「レイヤ名一覧」について、「（道路詳細設計）」
という記述がありますが、「（道路詳細設計）」とは、道路本体設計の「道路」設計図面に
対する規則という意味でしょうか。

 上記の解釈で正しいなら、「道路設計」または、「道路」と記述したほうが分かり易いと思
います。

　▶▶▶ ご指摘の通り、道路設計共通とは該当する全ての図面に対する共通の規則となります。記
述は、実運用を踏まえ、再検討していきます。（H15.8.12）
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CA-198 ラスターデータを含むCAD図面（位置図）をP21に変換して納品したいのですが、OCF
の認定を受けていないCADソフトを使用しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ OCFの認定の有無にかかわらずデータが正しく変換されているか否かを確認するために
は、SXF ブラウザを用いてください。（H15.8.12）

CA-199 [CA-188] の回答について、CADデ－タ交換標準で規定されているレベル（1,2,3,4、現
在はレベル2）を満たしている必要はないのでしょうか。

　▶▶▶ SXF（P21）のレベル 2 に対応した形式で納品してください。なお、CAD データの SXF
のレベルに関する事項は「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」に詳細を記述
しています。（H16.2.10）

CA-200 基準（案）[H15.7] の付属資料のP210 の「（6）付属構造物詳細図」の *-MTR-TXT、および、
*-MTR-MTXTについてですが、他の図面種と同様に *-MTR-TXT（文字列、数量表示文
字列）レイヤにまとめられると考えてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。他の図面種で示すレイヤと同様に -MTR-TXTは、文字列、数量
表示文字列を示すレイヤです。（H15.8.12）

CA-201 図面作成時には、レイヤを使用しますが、この際に何も作画されないレイヤが必ず発生し
ます。データが煩雑になり管理しにくいのですが、この何も作画されていないレイヤは残す
べきなのでしょうか。

　▶▶▶ 納品時には、利用していない不要なレイヤは削除してください。（H15.8.12）

CA-203 道路横断図では擁壁や水路等の掘削線はどのレイヤに記入し、どのように表示すればよい
のでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、道路横断図における擁壁や水路等の掘削線に関するレイヤ定義はあり
ません。ただし、受発注者協議のうえ、-STR-STRnの nに 4 以降の数字入れて新規レ
イヤとして対応してください。（H15.8.12）

CA-205 [CA-189] の回答について、「用地境界」は「D-BMK-ROW」レイヤとありますが、基準（案）
[H15.7] の付属資料の河川設計（P198）には「D-BMK-ROW」レイヤが示されていません。
どのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 河川構造物設計の他の図面と同様に用地境界（幅杭）-BMK-ROWを追加して対応してく
ださい。（H15.8.12）

CA-206 [CA-172] に関連して、線種は原則として実線、破線、一点鎖線、二点鎖線の 4 種類となっ
ていますが、発注者との協議によりこれら4 種類以外を使用してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 原則として実線、破線、一点鎖線、二点鎖線の 4 種類を利用してください。ただし、作
図上の問題で規定の 4 種類以外が必要な時は受発注者と協議し、利用可能としています。

（H15.8.12）

CA-207 【電通編】
 基準（案）電気通信設備編 [H15.7] の P13【解説】に“付属資料1「ファイル名一覧」を

参照する”とありますが、付属資料にはファイル名一覧がありません。
　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。P13【解説】に“付属資料1「ファイル名一覧」を参照する”とい

う文面がありましたが、付属資料にはファイル名一覧がありません。具体的な図面種類の
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名称は、1-12ファイル分類方法や 2 電気施設設計、3 通信施設設計、4 情報通信システ
ム設計のファイルの分類を参照してください。（H15.8.12）

CA-208 【電通編】
 基準（案）電気通信設備編 [H15.7] の P116からP122の各備考欄に“「案内図」（A種）

の場合記入する。A種の「位置図」、「平面図」、「一般図」の場合、15）～ 18）または
19）～ 23）を必ず記入する”という記述ありますが、A種（EA）の中の位置図などの区
別はどう判断すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ P24 の表 1-6CAD データに添付する場所情報一覧の案内図（A 種）ではなく、案内図（EA
種）となります。よって案内図（EA 種）の時は、表 1-6 に従い場所情報を記入してください。

「位置図」、「平面図」、「一般図」の区分は、2 電気施設設計、3 通信施設設計、4 情報
通信システム設計のファイルの分類を参照してください。（H15.8.12）

CA-209 SXFではラスターデータを1枚貼り付けることが可能ですが、貼り付けるラスターデータに
関して、命名規則はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、ラスターデータの命名規則を定めていませんが、元の図面ファイルと関
連がわかるように拡張子以外は同じファイル名としてください。（H15.8.29）

CA-210 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の位置図についての情報が図面種別分
類表（P31）に記述されていません。案内図のカテゴリには路線図という名称で記載されて
います。

　▶▶▶ 土木設計業務等共通仕様書の道路設計に示されているとおり、案内図のカテゴリに対応
する図面は路線図となります。この路線図は道路本体設計の各分類に示した位置図に相
当するものです。（H15.8.29）

CA-211 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の路線図が図面種別分類表（P31）に
しか記述されていません。ファイル名仕様（付属資料）、レイヤ仕様（付属資料）、製図仕様
（本編）が不明です。

　▶▶▶ 「道路設計/ 道路本体設計/ 道路」の路線図は、「道路設計/ 道路本体設計/ 道路」の
位置図（道路設計共通）のレイヤ名一覧を参照してください。（H15.8.29）

CA-212 [CA-177]を踏まえると、「n部分に数値を昇順記入」とは、16進数の昇順で記入するのでしょ
うか。レイヤ一覧の「平面図（道路設計共通）」等では、STR-1・・・STR-9、STR-A、
STR-B、STR-C、STR-nとなっています。

　▶▶▶ 「n 部分に数値を昇順記入」とは、nは 1 から9 の順に割り振ります。9 以降は、A から
Z の順に割り振ります。（H15.8.29）

CA-213 [CA-186] の回答について、補足説明をお願いします。
 図面を再利用するという観点から図を実寸で描くのが正しいのか、または、実寸で描いて

いなくても印刷したイメージが正しければよいのでしょうか。
　▶▶▶ 図面の再利用を考慮して、CAD 図面は、実寸で作図してください。印刷イメージは縮尺

等で対応いたします。（H15.8.29）
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CA-214 縦断図及び横断図のレイヤ「○ -STR-STR1～」に構造物 1（橋梁）等が記してあります
が、その構造物が無い場合は、「STR1」に別の構造物を作図してもよいのでしょうか。また、
該当しないレイヤは削除してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ レイヤ名として「○ -STR-STR1」に構造物1（橋梁）と指定されている場合は、基準（案）
に従い橋梁構造物を作図してください。基準（案）で定義していない構造物を作図する場
合は、「STRn」の「n」に数字およびアルファベットを昇順に記入してください。また、該
当しないレイヤは削除してください。（H15.8.29）

CA-215 付属資料のP158に道路線形図のレイヤ一覧があるのですが、タイトル部に（道路詳細設計・
平面図に準ずる）とあります。基準（案）[H15.7] には「道路詳細設計」という分類がな
いのですが、これはどのようなことを指しているのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、付属資料のP158 に道路線形図のレイヤ一覧に道路線形図（道路詳細設
計・平面図に準ずる）とありますが、P39 の 3-2-3 道路線形図に示す通り、道路線形図（道
路設計共通）となります。詳細は正誤表をご覧ください。（H15.8.29）

CA-216 レイヤ命名規則で大文字・小文字に関する定義はあるのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）では、レイヤ命名規則として大文字、小文字に関する定義は定めていません。

（H15.8.29）

CA-217 レイヤ名の順番は決まっているのでしょうか。
 例えば、河川の築堤・護岸の横断図の場合
 1. C-TTL、2. C-TTL-FRAM、3. C-TTL-LINE、4. C-TTL-TXT、5. C-BGD、6. 

C-BGD-HTXT、7. C-BMK、8. C-BMK-HTXT、9. C-STR、10. C-STR-DIM、11. 
C-STR-TXT、12. C-STR-HTXT

 レイヤ名一覧には上記の順番で載っていますが、下記の様に多少順番が異なってもよいの
でしょうか。

 1. C-TTL、2. C-TTL-FRAM、3. C-TTL-LINE、4. C-TTL-TXT、5. C-BMK、6. 
C-BMK-HTXT、7. C-STR、8. C-STR-DIM、9. C-STR-TXT、10. C-STR-HTXT、
11. C-BGD、12. C-BGD-HTXT

　▶▶▶ 基準（案）では、レイヤに関する順番は定めていませんので、ご指摘のように順番が異なっ
ても結構です。ただし、作図したレイヤが全て表示されることが前提となります。（H15.8.29）

CA-218 基準（案）のレイヤについて、前フェーズからの変更が発生した場合、該当するレイヤの責
任主体を変更することになっています。この変更対象とは、変更した要素のレイヤ名のみな
のでしょうか、変更対象となるレイヤ名自体を変更するのでしょうか（= 変更対象レイヤに
属する全ての要素のレイヤ名を変更する）。

　▶▶▶ 前フェーズから受け渡された図面に変更が発生した場合、変更した要素があるレイヤ名の
みを変更してください。（H15.8.29）

CA-219 寸法線について、構造図（樋門・樋管詳細設計等）で「-STR-STRn」の nの数に対応さ
せて寸法線のレイヤも作成するのでしょうか。その場合のレイヤ名は「-STR-DIMn」とし
てよいのでしょうか。（構造図に限らないかもしれませんが）

　▶▶▶ 寸法線は、構造図（樋門・樋管詳細設計等）で「-STR-STRn」の nの数に対応させて寸
法線のレイヤを作成する必要はありません。（H15.8.29）
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CA-220 基準（案）の付属資料に示されている以外にも - 図面オブジェクト -作図要素の組み合わ
せでレイヤを作成してもよいのでしょうか。図面オブジェクトの分類は基準（案）に記載さ
れていますが、作図要素の分類はないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義しているレイヤが不足しているときは、受発注者協議のうえ基準（案）
を参考に-図面オブジェクト-作図要素の組み合わせでレイヤを作成してください。基準（案）
では、作図要素の分類は示していません。（H15.8.29）

CA-221 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の交差点平面図についての情報がファ
イル名称仕様（付属資料編）にしか記述されていません。レイヤ仕様、および製図仕様、
図面種別分類はどのようになるのでしょうか。

　▶▶▶ H15.7 に改訂された基準（案）では、基準（案）の簡素化のため図面種別ごとに全図面の
レイヤ仕様、製図仕様を示していません。交差点平面図を作成する場合、製図仕様は「3-2
道路本体設計の 3-2-2 平面図（道路設計共通）」を参照してください。レイヤ仕様は付属
資料1の「2レイヤ名一覧 2-1 道路本体設計 （2）平面図（道路設計共通）」を参照してく
ださい。（H15.8.29）

CA-222 ファイル名一覧「1-1 道路本体設計」のうち「交差点平面図」について、レイヤ名など詳
細が記載されていません。どの図面に準じて作成すればいいのでしょうか。または納品時、
この図面は必要ないでしょうか。

　▶▶▶ 「交差点平面図」のレイヤ名は、レイヤ名一覧「2-1 道路本体設計」のうち（1）平面図（道
路設計共通）を参照してください。「交差点平面図」は納品対象となります。（H15.8.29）

CA-223 「（仮称）CAD製図基準（案）運用ガイドライン」は、いつごろ公開されるのでしょうか。
　▶▶▶ 「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」は平成 16 年 1月に公開しています。

（H16.2.10）

CA-224 市販地図等の著作権の取り扱いについて、「著作権上の～配慮を行う必要がある」「～が
望まれるところである」という曖昧な表現にとどまっており、実際にどうするべきか判断で
きません。国土交通省と国土地理院で意志統一された手続きを明記していただけないでしょ
うか。

 地図利用申請は、本来発注者が手続きを行うものであるが、電子納品以前からほとんど受
注者が代行しています。申請手続きには非常に時間と手間がかかるため、国土地理院と地
方自治体（県、市町村）発行の地図については、簡素化された手続きのルールを策定して
いただきたいと思います。

　▶▶▶ 電子納品における国土地理院の基本測量成果である地図の利用は、測量記録・資料等を
補完する、作成された解像度が標準で 200dpiと低い、他者への配布等を目的としていな
いなどの理由により測量法第 29、30 条の測量成果複製又は使用承認書の手続きを省略
することができます。省略する場合は、測量法第 30 条第 3 項の規定に基づき出展の明示
をして下さい。出展の明示は、測量記録等へ記載する以外に [OTHRS]フォルダ（各種証
明書、説明書等サブフォルダ）内に、利用した基本測量成果の種類及び図名を記述した
テキストファイルを作成して収納して下さい。詳細は、国土地理院測量指導課、各地方測
量部へ照会願います。なお、国土地理院以外の国、地方公共団体の地図を利用する場合
は、必ず当該機関への確認をお願いします。（H15.8.29）
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CA-225 道路設計で、1枚の図面に平面図、横断図、小構造物図がある場合は何を参考にしてレイ
ヤ分けをすればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 同一図面内に複数の図面種類を作図する場合は代表的な図面のレイヤを利用してくださ
い。選択した図面以外の工種のレイヤを利用する場合は新規レイヤとしてレイヤを追加して
利用してください。

 （例） 道路設計で平面図を代表的な図面とする場合
 平面図（PL）のレイヤ名を基準とする。横断図（CS）および小構造物図（LS）

のレイヤを新規レイヤとして追加する。（H15.9.11）

CA-226 トンネル詳細設計の排水系統図のレイヤ名一覧が存在しません。どのレイヤを利用すれば
よいのですか。

　▶▶▶ トンネル設計の排水系統図に関するレイヤは、基準（案）のトンネル設計の用排水系統図
および用排水工詳細図を利用してください。（H17.2.18）

CA-227 地質断面図の地層の着色をCADソフトのハッチング機能で着色しましたが、SXFファイ
ルに変換した場合、ハッチングの色は無視されました。このCAD図面は成果品となりえる
のでしょうか。地層の表現は、ハッチング以外で着色する方法がないのです。色を標準色
にすればSXF変換して閲覧できますが、標準色のみでは無理があります。

　▶▶▶ SXF（レベル 2）の仕様では、塗りハッチングをサポートしており、既定義色の16 色以外
に 240 色までのユーザ定義色（RGB 値指定）が、使用できます。

 正しく変換できない場合は、利用しているCADソフトの問題なので、CADソフトの開発
販売元へお問合せください。（H15.9.11）

CA-228 配筋図等に「位置図」（またはKeyPlan）を記入することがありますが、この考え方として
次の通りでよいのでしょうか。

（1） 位置図は記号的役割をもっているので、*-DCR-***レイヤを使用（追加）する方
向で発注者と協議する。

（2） 使用目的や描き方は別として、構造物の線は”構造物の線のレイヤ”を使用し、
旗揚げは”構造物の旗揚げ”のレイヤを使用し、他に存在しない特有なもの（ハッ
チング等）のみ発注者と協議する。

　▶▶▶ ご質問の配筋図等に「位置図」（または KeyPlan）の記入に関する事項は（2）が正解と
なります。（H16.2.10）

CA-229 [CA-190] に関連して、工種によってはレイヤを特定しにくい場合があります。一覧表に表
示されているCAD図面に対してどのレイヤ名を選択するか、明確になるような規定は追加
されないでしょうか。

　▶▶▶ 具体的なレイヤの利用方法は、「CAD 製図基準における運用ガイドライン（案）」を参照し
てください。（H16.2.10）

CA-230 基準（案）の樋門・樋管設計のS-BGD（平面図の現況線）レイヤがないのはどうしてでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）では、各工種の代表的なレイヤを定義しているため、ご質問の S-BGD の定義
はありませんので受発注者協議のうえ BGDレイヤ追加して利用してください。（H15.9.11）
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CA-231 基準（案）の付属資料のレイヤ名一覧にあるレイヤを持つ図面名で、同じく付属資料のファ
イル名一覧に存在しない図面（特に図面種類の記号）はどのように扱えばよいのでしょうか。
添付ファイルの [レイヤ名 ] 列に記述されていて、[ 図面名 ] 列に記述されていない項目が
対象です。また、その際の図面種類の記号は何を使用すればよいでしょうか（[レイヤ名 ]
列にの色が塗り潰されています）。

　▶▶▶ ファイル名一覧に記載されていない図面種類がある場合は、他工種の図面名（図面種類）
から利用してください。レイヤは、基準（案）のレイヤ名一覧を参考としてください。（H17.2.18）

CA-232 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の位置図についての情報が図面種別分
類表に記述されていません。案内図のカテゴリには路線図という名称で記載されています。

　▶▶▶ 基準（案）の工種－分類名－案内図の概要で示す通り案内図には、路線図や位置図も含
まれますので、位置図のファイル名称およびレイヤを利用してください。（H17.2.18）

CA-233 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の路線図が図面種別分類表にしか記述
されていません。ファイル名仕様（付属資料）、レイヤ仕様（付属資料）、製図仕様（本編）
が不明です。

　▶▶▶ [CA-232] で示す通り、位置図で対応してください。（H17.2.18）

CA-234 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の標準横断図についての情報が図面種
別分類表に記述されていません。説明図のカテゴリには標準横断面図という名称で記載さ
れています。

　▶▶▶ 基準（案）[H15.7] では、誤記のためP31の標準横断面図を標準横断図に修正いたします。
詳細は正誤表をご覧ください。

 なお、基準（案）[H16.6] では標準横断図と改訂しています。（H17.2.18）

CA-235 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の小構造物図についての情報が図面種
別分類表に記述されていません。詳細図のカテゴリには小構造物設計詳細図という名称で
記載されています。

　▶▶▶ 基準（案）[H15.7]P31に小構造物設計詳細図として示してますので小構造物設計詳細図
を利用してください。（H17.2.18）

CA-236 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の小構造物設計詳細図についての情報
が図面種別分類表にしか記述されていません。ファイル名仕様（付属資料）、レイヤ仕様（付
属資料）、製図仕様（本編）が不明です。

　▶▶▶ [CA-235] で示す通り、対応してください。（H17.2.18）

CA-237 基準（案）の「道路設計/道路本体設計/道路」の用排水工詳細図についての情報が図
面種別分類表及びファイル名称仕様（付属資料編）に記述されていません。ファイル名は
どうなるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H15.7]P31に用排水設計詳細図として示してますので用排水工詳細図を利用
してください。（H17.2.18）
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CA-238 基準（案）[H15.7] の付属資料のP162 からP171の地下構造物設計の中で、「（1）位置
図」「（2）埋設物件平面図」「（3）一般平面図」「（4）一般縦断図」等（他、多数） は、「地
下横断歩道等設計」/「共同溝設計」/「電線共同溝詳細設計」のどの図面に対する規則
なのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）P32 の地下構造物設計の図面種別一覧表に示す通りです。（H15.9.11）

CA-239 [CA-177] に関連して、レイヤ一覧表に -STRnが存在するしないにかかわらず受発注者間
協議でレイヤは増やすことができるということになりますが、-STRnを一覧表の中に表示
する理由を教えてください。

　▶▶▶ 工種の図面ごとに、代表的なレイヤを例示しています。その中で、必要と考えられる
-STRnを表示しています。（H15.9.11）

CA-240 レイヤの作成で、ハッチングに関するレイヤがありません。作成時、または、納品関係者
に対して、高精度・効率化のために別レイヤを作成したいのですが、どうすればよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）においてハッチングが定義されていない工種でハッチングが必要な時は、受発
注者協議のうえ、-DCR-HCHnを追加して対応してください。（H15.9.11）

CA-241 基準（案）[H14.7] の付属資料ファイル名一覧にて英語表現とその略称、ファイル名の日
本語表記などで、工種ごとに様々な表現となっているため、統一がとれていません。今後
の拡張を考慮すると、これらを統一すべきではないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、各工種ごとに図面種類とファイル名称を定義しています。ご指摘の通り
今後は、ファイルの日本語名称および英語表現（略語）の表記方法を実運用ならびに拡
張も考慮して表記を統一するよう検討いたします。（H15.9.11）

CA-242 線の太さについて、3 種類と規定されていますが、測量地形図上に計画構造物を作図する
場合、地形図を細線とすると設計は 2種類の線で作図することとなります。地形図を除い
て3 種類の線を使用してはいけないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、線の太さを3 種類と定義していますが、これによることが困難な時は、
受発注者協議のうえ線の太さを変更してください。（H16.2.10）

CA-243 CAD図面に半角片仮名を使用してもよいのでしょうか。
　▶▶▶ CAD 製図基準（案）に関する運用ガイドライン（案）[H16.10] の CAD データの作成で示

す通り、CAD データ中の文字では、半角片仮名の使用は認めていません。（H17.2.18）

CA-244 [CA-156] の回答について、電子納品の基本的な考え方は、ライフサイクルを通じて利用
が可能となることを前提としているのであれば、逆に各フェーズのレイヤを残して運用しては
いかがでしょうか。各フェーズ間の図面の比較が容易になり、更に責任主体を明確にできる
と考えます。

　▶▶▶ 基準（案）では、ファイル容量やレイヤ数の増加を考慮して、各フェーズで利用したレイヤ
名称のライフサイクルを変更して利用することとしています。図面の比較が必要な時は、発
注者が別途保管しているデータを参照してください。（H15.9.29）
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CA-245 [CA-218] の回答について、変更した要素があるレイヤ名のみを変更とのことですが、小構
造図等で図面の体裁上文字の大きさを変更したり、図面上の位置を少し移動したりした場
合にもレイヤ名の変更（DからC）は必要なのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で示す通り、変更の大小にかかわらず変更がある場合は、レイヤ名称を変更し
てください。（H15.9.29）

CA-246 レイヤ名一覧にはあるが、ファイル名一覧に無い図面名は、ファイル名一覧に追加しても
よいでしょうか。

例）道路本体設計の道路線形図等
　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）においてレイヤ名一覧はあるが、ファイル名一覧にない図面種

類は他の工種の図面種類を参考に追加してください。
例） 道路本体設計のファイル名一覧に道路線形図がない場合は、トンネル詳細設計

（開削トンネル設計）の線形図を参考として道路線形図 ARを追加してください。
 （H15.9.29）

CA-247 ファイル名一覧とレイヤ名一覧の図面名が不整合である場合、どちらの図面名を使用すれ
ばよいのでしょうか。

 例）
 地下構造物 ; 共同溝・電線共通 :
  ファイル名一覧 /管路部構造図 _レイヤ名一覧 /管路部構造物図
 地下構造物 ; 共同溝設計 :
  ファイル名一覧 /埋設平面図 _レイヤ名一覧 /埋設物件平面図
 地下構造物 ; 電線共同溝詳細設計 :
  ファイル名一覧 /平面図 _レイヤ名一覧 /一般平面図
 地下構造物 ; 電線共同溝詳細設計 :
  ファイル名一覧 /縦断図 _レイヤ名一覧 /一般縦断図
 トンネル詳細設計 ; 共通 :
  ファイル名一覧 /防水工等図 _レイヤ名一覧 /防水工等
 トンネル詳細設計 ; 共通 :
  ファイル名一覧 /坑門工構造詳細図 _レイヤ名一覧 /坑門工構造
 トンネル詳細設計 ; 山岳トンネル設計 :
  ファイル名一覧 /標準断面図 _レイヤ名一覧 /トンネル標準断面図
 トンネル詳細設計 ;シールドトンネル設計 :
  ファイル名一覧 /セグメント配筋図 _レイヤ名一覧 /配筋図
 トンネル詳細設計 ;シールドトンネル設計 :
  ファイル名一覧 /立坑全体一般図 _レイヤ名一覧 /立坑の全体一般図
 トンネル詳細設計 ;シールドトンネル設計 :
  ファイル名一覧 /立坑仮設構造物一般図 _レイヤ名一覧 /立坑仮設構造一般図
 河岸構造物設計 ; 共通 :
  ファイル名一覧 /一般図 _レイヤ名一覧 /全体一般図
　▶▶▶ ご指摘の通り、ファイル名称とレイヤ名称の図面名に一部不整合があるため修正いたしま

す。詳細は正誤表をご覧ください。（H15.9.29）
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CA-248 橋梁詳細設計の「応力図」・「横構図」のレイヤ設定はどうすればよいのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] に示す通り、応力図（ST）ならびに横構図（LT）に関するレイヤは、

橋梁設計の構造図の上部構造図のレイヤを利用してください。（H17.2.18）

CA-249 都市施設設計の共通の都市施設設計のファイル名一覧はレイヤ名一覧から参照すればよい
のでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] に示す通り、ファイル名一覧の都市施設設計のファイル名一覧を利用し
てください。（H17.2.18）

CA-250 【電通編】付属資料1レイヤ名組み合わせ一覧で、基準（案）において、凡例はDCRに
作図するとなっていますが、TTL-FRAMの内容に凡例図枠が入っています。図枠のみ
TTL-FRAMに作図し、その他はDCRに作図するのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）電通編では、凡例および数量表、材料表はレイヤ 2 のDCRに作図することと
しています。正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

CA-251 道路などの線形図には諸元表を配置することがあると思いますが、どのレイヤに分類すべき
でしょうか。

　▶▶▶ 道路線形図に諸元表を作図する場合は、受発注者協議のうえ、BMK-OTRSを利用して
作図してください。（H15.9.29）

CA-252 基準（案）[H14.7 版 ] の P.173「（4）標準横断図及び横断図」の中で、構造物基準線において、
中心線、DL、MLとありますが、「ML」とはどのようなものでしょうか。

　▶▶▶ 横断図等で、土量を算定する場合などで複数の横断を分けて計算する場合などに使用す
るマッチラインの事です。（H15.9.29）

CA-253 [CA-205] の回答によると、「-BMK-ROWを追加して対応してください。」とのことですが
「-BMK-ROW」レイヤの件は正誤表には記載されないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、各工種の代表的なレイヤを定義しているため誤りではありません。
（H15.9.29）

CA-254 基準（案）「ファイルの分類」における「配筋図」では【4 種】詳細図となっており、「ファ
イル種別と図面オブジェクトの組み合わせ」においては【4 種】の場合、図面オブジェクト
のBGDは”描画しない”となっています。

 一方、[CA-182]では、「配筋図」の場合、鉄筋を主構造物としてSTRに描き、構造外形
線を背景としてBGDに描くとなっています。これは矛盾していないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で示す配筋図のファイル分類は、3 種の構造図や4 種の詳細図として作図する
場合があります。基準（案）では、作図する事の多い 4 種の詳細図としています。（H15.9.29）

CA-255 [CA-187] や [CA-173] などの回答で、基準（案）で示すものがあくまでも例であるという
のであれば、基準（案）自体に特に明示しないほうがよいのではないのでしょうか。過去の
Q&Aでは [CA-150] や [CA-72] などのように基準（案）では、電子納品を対象としてい
るため1レイヤ 1線種 1線色としています。という内容があります。例外は全て発注者と協
議していればよいと言うのであれば、レイヤ名の決め方、レイヤに書く作図要素が示されて
いれば、運用上の問題は発生しないと考えます。

　▶▶▶ 基準（案）に示しているレイヤの線色や線種は、例示としていますが、基準（案）に従い
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作図することにより、ライフサイクルでの図面の利活用が円滑に行うことができます。線
種や線色の基本的な考え方については、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」
を参照してください。（H16.2.10）

CA-256 矢視（カットマーク）は -OTRSとしてよいのでしょうか。それともシンボルと考えて図面オ
ブジェクトの -DCRとしてよいのでしょうか。

　▶▶▶ 矢視（カットマーク）は、原則として-DCRに作図してください。（H15.9.29）

CA-257 基準（案）[H15.7] の付属資料のP158「レイヤ名一覧（3）道路線形図（道路詳細設計・
平面図に準ずる）」は、P.157の「（2）平面図（道路設計共通）」とレイヤ名、線色、線種
など全ての項目が一致しています。

　▶▶▶ 基準（案）では、図面種類によりレイヤ一覧を分類しているため、一致する場合も記述し
ております。（H15.9.29）

CA-258 CAD図面ファイルをSXF（P21）形式で納品する際、実寸で作成した図面をA1にリサイ
ズして納品する必要があるのでしょうか。

 例 : 841000mm → 841mm（1/1000）見た目 A1になる。
   841000mmの場合は、印刷時に尺度を1/1000する必要があります。
　▶▶▶ 基準（案）では、原則として図面の大きさをA 列サイズと定義しています。リサイズにつ

いては、用紙サイズを受発注者協議により決定し、その用紙サイズと尺度を設定してSXF
（P21）ファイルを作成してください。（H15.9.29）

CA-259 基準（案）[H15.7] の付属資料1、P145-146にて、トンネル詳細設計との記述がありますが、
これはトンネル設計の間違いではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）[H15.7]P145-146 はトンネル設計となります。詳細は正誤表をご
覧ください。

 なお、基準（案）[H16.6] においては、トンネル設計としています。（H17.2.18）

CA-260 ファイル名を命名したフォルダを図面番号順に管理したいのですが、何か方法はないでしょ
うか。

　▶▶▶ 図面納品時には、基準（案）のフォルダ名に従うため図面番号順にはなりません。（H15.10.14）

CA-261 基準（案）[H15.7] の付属資料2、レイヤ名一覧にて、「2-4 トンネル詳細設計、平面図（P176）」
に「道路詳細設計・平面図」に準ずるとの記載があるが、これは「道路本体設計・平面図」
の間違いではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、P176-P179 の平面図、縦断図、道路線形図の準ずる記載は道路詳細設
計ではなく道路本体設計となります。詳細は正誤表をご覧ください。（H15.10.14）

CA-262 基準（案）[H15.7] の付属資料 2、レイヤ名一覧（P175）にて「2-4 トンネル詳細設計」
との記載があるが、これは「2-4 トンネル設計」の間違いではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、P175 は「2-4トンネル設計」となります。詳細は正誤表をご覧ください。
（H15.10.14）
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CA-263 レイヤ名のSTRnやHCHn 等にあるn部分に付加する連番は、1～ 9、A～Zの順番と
なるのでしょうか。

 平面図等の番号付けが 1～ 9 の後は A、B、Cと続いています。
　▶▶▶ ご指摘の通り、レイヤ名の STRnやHCHn 等にあるn部分に付加する連番は、最初に1

～9を利用し、それ以上の利用がある時は、A～Zの順番で利用してください。（H15.10.14）

CA-264 基準（案）[H15.7] の「4-5 橋梁詳細設計」（P87～ 91）にて、「4-5-4 構造一般図」と「4-5-5
構造図」と、2種類ありますが、使い分けを教えてください。

 付属資料1ファイル名一覧P146にて、図面名に「・・・（構造図）」となっている記述が
ありますが、これらが後者の「4-5-5 構造図」にあたるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）P66 を参考にしてください。構造一般図は、構造図とし、構造図詳細図は詳
細図として取扱ってください。（H15.10.14）

CA-265 図面作成例のデータ形式は何になるのでしょうか。
　▶▶▶ 図面作成例の CAD データのフォーマットは、基準（案）で定義しているSXF（P21）とし

ています。また、参考として、SXF（SFC）形式についても掲載しています。（H17.2.18）

CA-266 付属資料の測点、距離標、境界座標、平面直角座標の備考欄に「位置図、平面図、一般
図、縦断図、横断図、土積図、用排水系統図の場合記入する。」とありますが、この解釈
として

1. 位置図、平面図、一般図、縦断図、横断図、土積図、用排水系統図の場合は、
測点、距離標、境界座標、平面直角座標の全てを記入しなければならない

2. 位置図、平面図、一般図、縦断図、横断図、土積図、用排水系統図の以外の
図面は測点、距離標、境界座標、平面直角座標を記入しなくてもよい

3. 位置図、平面図、一般図、縦断図、横断図、土積図、用排水系統図の場合は測点、
距離標、境界座標、平面直角座標の何れかを入力しなければならない

 以上 3つの内どの解釈が正しのでしょうか。いずれの解釈の異なる場合には、正しい解釈
を教えてください。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している図面管理項目の場所情報の記入は以下の通りです。
 ・位置図、平面図、一般図の場合

  測点 : データが分かる場合は記入する
  距離標 : データが分かる場合は記入する。
  境界座標または平面直角座標のいずれかを必ず記入する。

 ・縦断図、横断図、土積図、用排水系統図の場合
  測点 : データが分かる場合は記入する
  距離標 : データが分かる場合は記入する。
  境界座標 : データが分かる場合は記入する。
  平面直角座標 : データが分かる場合は記入する。

 （H15.10.14）
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CA-268 [CA-237]と同じ質問となるのですが、本編P45及び付属資料2のP161に記載されている、
「用排水工詳細図」のファイル名は何になるのでしょうか。付属資料1（P143）のファイル
名一覧には「用排水工詳細図」の図面種類、備考に関する情報が存在しません。「用排水
工詳細図」の「図面種類」及び「備考」に記載される内容について教えてください。

　▶▶▶ P45及び付属資料 2 の P161に記載されている、用排水工詳細図を、用排水工詳細図・
防水工詳細図に修正いたします。詳細は正誤表をご覧ください。

 なお、ファイル名は、防水工詳細図の DF（Drainage Facility）を利用してください。
（H15.10.30）

CA-269 基準（案）[H15.7] の付属資料1「ファイル名一覧（P143）」及び付属資料2「レイヤ名一
覧（P156）」にて道路本体設計の下位分類として、「一般構造図」としての分類がありますが、
これは「一般構造物」の間違いではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、一般構造図ではなく一般構造物となります。詳細は正誤表をご覧ください。
（H15.10.30）

CA-270 土木学会で図面例を公開しましたが、今後公開を予定している図面例と違いがあるのでしょ
うか。違いがあるのでしたら、違いを明記していただきたいと思います。

　▶▶▶ 土木学会で公開している図面例は、「土木製図基準」に準じた図面であり、Webサイトで
公開を予定している図面は、「CAD 製図基準（案）」に準じた図面例となります。（H15.10.30）

CA-271 [H15.10.1] に土木学会から「土木CAD製図基準（案）」の改訂版が公開されました。内
容の一部には、基準（案）と整合性がとれていません。土木学会の基準の方がより実務に
即していると感じますが、受注者側としてはどちらに則るべきでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省が発注する土木設計業務の成果図面、土木工事の発注図及び完成図をCAD
図面として電子納品する場合、CAD 製図基準（案）に則ってください。なお、基準（案）
に記載されていない事項については、JIS A 0101:1994 土木製図通則、（社）土木学会 
土木製図基準等に従ってください。（H15.10.30）

CA-272 SXFブラウザ 2.1.1で、P21ファイルを開いたとき、AP202 サブセットルールチェックで
は問題ないのですが、下記のエラーが表示されますが、納品しても問題ないでしょうか。

（1）  USERDEFINED_COLOUR : 20043 : 読み出すユーザ定義色がありません。
（2）  CCURVE_ORG : 20048 : 読み出すアセンブリ要素がありません。

 また、（1）、（2） のエラーログは何を意味しているのでしょうか。
　▶▶▶ SXF ブラウザに対する質問は、CAD 交換標準 Q&Aで対応していますのでそちらをご覧

ください。http://www.cals.jacic.or.jp/cad/（H15.10.30）

CA-273 開発する電子納品支援ソフトから出力された電子納品成果品にSXFブラウザを添付する機
能を付加したいと考えております。その際にSXFブラウザを自由に配布することは可能で
しょうか。

　▶▶▶ SXF ブラウザに対する質問は、CAD 交換標準 Q&Aで対応していますのでそちらをご覧
ください。http://www.cals.jacic.or.jp/cad/（H15.10.30）

http://www.cad.jacic.or.jp/
http://www.cad.jacic.or.jp/


CAD 製図基準（案）-CA　　117CAD 製図基準（案）-CA　　117

CA-274 要領（案）における [DRAWING]フォルダに関する説明が掲載されている資料を教えてく
ださい。

　▶▶▶ [DRAWING] フォルダ内の取り扱いは、CAD 製図基準（案）[H15.7]P21「2-12 成果品」
に記載しています。（H15.10.30）

CA-275 図面内に縦書きは不可となっていますが、表題欄（タイトルボックス）の縦書き文字はどう
処理すべきでしょうか。縦方向の横書きに変更すべきでしょうか。その場合、文字は左上か
ら書き始めればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）2-5 文字においては縦書きを不可としておりません。ただ、表題欄については
縦書きを想定していないため、これによりがたい場合は、受発注者協議の上決定してくだ
さい。（H15.11.14）

CA-276 寸法を個々の線と文字に分解しなければチェッカーにひっかかってしまいます。しかし、そ
うするとレベル2の図面になりません。どのように対処したらよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で作成した CAD 図面は、市販のチェックシステムではなく、国総研が公開し
ているチェックシステムを利用しチェックを行ってください。（H15.11.14）

CA-277 1つの設計業務のなかで複数の工区が存在した場合、それぞれの工区で図面番号が「1」
から振られています。このような場合、どのように対処すべきなのでしょうか。

 図面を管理しにくくなると想定されますが、第1工区からn工区までの図面を全て通し番号
にするしかないのでしょうか。

　▶▶▶ ご質問に関する対処方法は、以下の 2 通り考えられます。
1） 全て通し番号を付けて対応する。
2） ファイル名の整理番号を受発注者協議のうえ決定して利用する。
例） 1 工区～3 工区まである場合
   D1PL001Z.P21（1 工区の平面図）
   D2PL001Z.P21（2 工区の平面図）
   D3PL001Z.P21（3 工区の平面図）

 （H15.11.14）

CA-278 基準（案）[H15.7] の付属資料P147の河川構造物に「縦断図」が含まれていません。
　▶▶▶ 河川構造物設計のファイル名一覧に、縦断図（PF）、横断図（CS）、標準図（SS）を追加

いたします。詳細は、正誤表をご覧ください。（H15.11.14）

CA-279 立坑構造詳細図の中で、人孔や路面覆工も作図しています。電子納品する際は、立坑構造
に必要な路面覆工の図は残して、人孔などの図はレイヤごと消した方がよいのでしょうか。
それともレイヤは残して、図示しないようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 図面の用途により異なると思いますので受発注者協議で決定してください。（H15.11.14）

CA-280 道路設計および河川設計の平面図において、方位記号と座標軸線の表記について、以下
2通りの表記が考えられるのですが、どちらが正しい見解となるのでしょうか。 

a. 現況地物とみなして「-BGD-OTRS」レイヤに表記する
b. 記号とみなして「-DCR」レイヤに表記する

　▶▶▶ 道路設計および河川設計の平面図において座標軸（トンボ、座標値）を表記する場合は、
軸線を「-BGD」のレイヤに表記し、文字は「-TXT」を追加して作図してください。 （H15.12.12）
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CA-281 道路設計および河川設計の平面図において、角度を示す弧、及び度分秒の情報をひとつ
のレイヤに配置したいと考えていますが、どのレイヤに分類すればよろしいのでしょうか。
現状では、背景とみなして「-BGD-OTRS」レイヤに表記することを考えております。

　▶▶▶ 道路設計および河川設計の平面図において、角度を示す弧、及び度分秒の情報は、背景
と考え「-BGD-OTRS」レイヤを利用して作図してください。（H15.11.14）

CA-282 [CA-251] の「諸元表の配置」について、罫線と文字の両方を「-BMK-OTRS」で作図す
る形でよろしいでしょうか。

　▶▶▶ 罫線と文字の両方を「-BMK-OTRS」で作図してください。（H15.11.14）

CA-283 縦横断図は、メッシュにのせて作図していたのですが、電子納品に際してはメッシュはど
のレイヤに分類すればよいのでしょうか。図面作成例にもメッシュは入ってませんでしたが、
不要なのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、メッシュの作図を想定しておりません。必要であれば、受発注者協議の上、
「-BGD-OTRS」に作図してください。（H15.11.14）

CA-284 地形測量成果の平面図で、現況地物はすべてS-BGDレイヤに作図してよいのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）のレイヤ分類に示すとおり、現況地物については BGDレイヤに作図してください。

（H17.2.18）

CA-285 OTRS、WORK以外の新規レイヤ名とはどのようなレイヤがあるのでしょうか。
　▶▶▶ OTRS、WORK 以外の新規レイヤは、以下の 2 通りが考えられます。新規レイヤを追加す

るときは、必ず受発注者協議の上、追加してください。
1） 基準（案）にない、新しいレイヤをレイヤ命名規則に従い追加する。
2） 他の図面では存在するが、選定した図面において規定していないレイヤを追加する。
例） 道路本体設計の位置図の場合
   ○－BMK－ROW 等 

 （H15.11.14） 

CA-286 STRnの nは最終的に欠番がでてもかまわないでしょうか。
　▶▶▶ ○－STR-STRnの n部分は基準（案）に従い作図してください。ただし、基準（案）に

定義されていない場合は、nの部分に 0 ～ 9、A～Z の昇順に利用してください。基準（案）
に定義されているレイヤで作図不要の時は欠番となります。（H15.11.14）

CA-288 [CA-160]では、ラスタデータを外部参照とした場合のラスタデータの納品方法を記載され
ていますが、ベクタデータを外部参照をしたときは、どのように納品すればよいのでしょうか。

 ラスタデータと同様に考え、同じ名前で納品すると考えた場合、元のデータと外部参照した
データが同様の名前及び拡張子（例えば「D0PL0001.P21」）となるため、ファイルを作
成することができません。このような場合、同じベクタデータなので、外部参照せずにP21
化すればよいとも考えられますが、同じデータを外部参照している別のファイルがある場合
は、同じ外部参照データを2つも3つも納品することとなり、非常に非効率になります。

　▶▶▶ 等高線等のベクターデータは、基準（案）で示す「○ -BGD-HICN」等のレイヤに作図して
ください。（H15.11.14）
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CA-289 図面に使用する文字については規定で高さが 2.5、3.5、5、7、10、14、20mm以外の高
さを使用することはできないのでしょうか。例えば、地盤高は 2.5mmより小さい文字を使
用するということはできないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、JISZ8313:1998「製図に用いる文字」に基づいて文字高さを決めております。
それ以外の文字の使用については、受発注者協議の上、決定してください。

 （H15.11.14）

CA-290 ラスタデータは、TIFF形式（拡張子 :TIF）としてリンク先のファイルと同じフォルダに格納し、
ファイル名はリンク先のファイルと同じ名称とする。

 上記以外にラスタデータに対してフォーマットやドットの上限などの規定はあるのでしょう
か。OCFの土木CAD製図操作マニュアル（案）に記述があります。

　▶▶▶ ドットの上限は規定していません。しかし、SXF仕様のラスタデータについては交換仕様
（http://www.cals.jacic.or.jp/cad/developer/Doc/rasterR12.pdf）について以下の通り
定められていますので参考にしてください。

【ラスタデータ交換仕様より抜粋】
・データ形式 :TIFF G4 stripped 形式
・色数 : モノクロ（白黒の 2 値）
・ドット上限 :A0 400dpi（主方向 13,000 ドット）
・拡張子 :.tif
・1ファイルには 1つのラスタデータのみ存在するものとする。
・ビット配列は主方向から副方向へ時計周りに 90°とする。

 （H15.11.28）

CA-291 文字の色は線色に準拠するということでよいのでしょうか。
　▶▶▶ CAD 中に作図する文字の色は、CAD 製図基準（案）で明示している線色に準拠してくだ

さい。（H15.11.28）

CA-292 ファイルサイズの大きい図面をSXF（P21）に変換した際に、ファイル容量が大きいため
にSXFブラウザでは閲覧や印刷ができないことがあります。今後どのような対応をお考え
でしょうか。

　▶▶▶ ファイルサイズの大きい SXF データに関する事項は、今後公開予定の「CAD 製図基準に
関する運用ガイドライン（案）」に記述する予定ですので参考にしてください。

 SXF（P21）形式の CAD 図面は、ファイルサイズが大きくなる傾向にあります。以下の事
項に留意して作図してください。

1） 基図の作成にあたっては、ショートベクトルを使用しないでください。
2） 基図として、大きなファイル容量になる場合は、TIFF 形式のファイルを作成し、

背景図として用いてください。
3） 上記の1）2）の対応が取れず、やむなくファイル容量が大きくなる場合には、当

面の間は受発注者協議により納品フォーマットを変更することができます。
 （H15.11.28）

http://www.cals.jacic.or.jp/cad/developer/Doc/rasterR12.pdf
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CA-293 利用しているCADソフトが SXFに対応していないため、作成したCAD図面をSXFファ
イルに変換できません。CAD図面（完成図等）をPDFファイルに変換して提出してもよ
いでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、SXF（P21）形式で納品してください。ただし、CADソフトが SXFに対応し
ていない時やファイル容量の大きい時は、受発注者協議のうえファイル形式を決定してくだ
さい。（H15.11.28）

CA-294 設計段階のCAD図面を工事段階の発注図として使用する場合、発注者は変更があった図
形のレイヤのみ、責任主体を「D」から「C」に変更すると考えていいでしょうか。

 また、その発注図面を施工業者が変更する場合、ライフサイクル「D」のレイヤは「C」に変更、
「C」のレイヤは「C」のままで作成するのでしょうか。

　▶▶▶ 設計段階の CAD 図面を工事の発注図として利用する場合は、全てのファイル名のライフ
サイクルを「D → C」に変更してください。レイヤは追加修正のあったレイヤのみの責任主
体を「D → C」に変更して発注図としてください。

 発注図を施工業者（受注者）が追加修正等したレイヤは、責任主体を全て「D → C」に変
更してください。（H15.12.12）

CA-295 [CA-218] の回答について、レイヤ名の責任主体を変更する場合は変更を加えた要素のみ
レイヤ名を変更するのでしょうか。

 例えば、1つの図面に複数の構造図が描かれていて、その中の一部の構造物だけを変
更した場合、変更した構造図のみレイヤをC-STRに変更し、変更していない構造図は
D-STRのままにしておく（C-STRが追加される）のでしょうか。それとも、全ての構造図
のレイヤがC-STRになる（D-STRが無くなる）のでしょうか。

　▶▶▶ 受注者が、追加修正したレイヤの責任主体は、全て「D → C」に変更してください。
 責任主体を変更するレイヤは、追加修正等を行ったときです。追加修正等のないレイヤの

責任主体は変更する必要はありません。（H15.12.12）

CA-296 平面図の現況データについても複数レイヤに分けることになっておりますが、ラスターデー
タ内の「等高線の計曲線」や「主な横断構造物」をレイヤで分割することは困難であると
思います。そういった理由でラスターデータは1つのレイヤに入れることになっているようで
すが、とすると現況データのレイヤ分けは意味のないものになるのではないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、図面の修正等が効率的に行えるようにレイヤを用いた作図方法を示して
います。しかし、ラスターデータについては、ご指摘のように作図要素を分割することが
困難であるため、1レイヤに作図することとしています。（H15.12.12）

CA-297 基準（案）P27 表 2-3 の「位置図」、「平面図」、「一般図」の場所情報については、必須
記入項目の境界座標がわからず、他の測点距離標詳細情報がわかる場合でも必ず調査して
記入する必要があるのでしょうか。また、境界座標さえ記入できれば測点距離標詳細情報
はわかっていても記入する必要はないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、「位置図」、「平面図」、「一般図」の場所情報については必須項目として
いますので、必ず記入してください。境界座標を記入しても、測点距離標詳細情報等が
分かる時には併せて記入してください。（H15.12.12）
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CA-299 発注図面が古い基準（案）で作成されており、受注者側でチェックシステムを利用するとエ
ラーが生じる場合には、最新の基準（案）に準拠した発注図面として発注者側で修正して
もらえるのでしょうか。

 例えば、H13 年の設計業務で納品した時点の基準（案）とH14 年の工事を受注した時の
基準（案）の内容が改訂により大幅に違っている場合など。

　▶▶▶ ご質問のように内容の大幅な修正があるときは、事前協議を行い以下のような対応をして
ください。

（1） 電子データで受け取るか、紙図面で受け取るか協議してください。
（2） 電子データを受け取った場合には、発注図と同様の仕様で作図して納品してくだ

さい。
 （H15.12.26）

CA-300 CADデータ中に日本語プロポーショナルフォントを用いてもよいのでしょうか。
　▶▶▶ CADソフトによっては日本語プロポーショナルフォントを表示できないこともありますので

利用しないようにしてください。（H15.12.26）

CA-301 基準（案）[H15.7 版 ]では縦断図（河川設計共通）の表示する帯に「現地盤高」がありま
すが、それは基準（案）[H14.7 版 ]で記載されている「現況堤内地盤高」「現況堤外地盤
高」のどちらの事を指しているのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H15.7 版 ] の「現地盤高」は、「基準（案）[H14.7 版 ] の「現況堤内地盤高」、「現
況堤外地盤高」の両者とも該当します。（H15.12.26）

CA-302 基準（案）に準拠した図面をSXF（P21,sfc）形式で保存する場合、SXFのファイルフォーマッ
ト上、文字列の大きさは「文字列幅」と「高さ」の2つの値で規定されています。文字高さ（文
字の大きさ）をチェックする場合、文字列が横書きであれば文字高さはSXFフォーマット
上の「高さ」をチェックします。しかし、縦書きであれば文字列の流れ方向が文字列幅とな
るため、文字の幅を「高さ」としてチェックすることになります。縦書きの場合は文字の幅を「文
字高さ」としてチェックしても、基準（案）として問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）としては納品上問題ありません。（H15.12.26）

CA-303 道路維持の作業所であっても新設の施工に関しては、ファイル名のライフサイクルを“C”
にするのでしょうか、それとも“M”のままでよいでしょうか。

 また、同一工事においても同じ図面（構造物 :ガードレール等）でもライフサイクルが異な
るケースがあるのでしょうか。

　▶▶▶ 道路維持の作業所においても新設施工であればファイル名のライフサイクルはCとなります。
 ファイル名称のライフサイクルは、測量段階では S、設計段階では D、施工段階では C、

維持管理段階では Mを利用してください。具体的には、工事段階では、CADに関するファ
イル名のライフサイクルは全てCとなります。同様に維持管理段階では、ライフサイクルは
全て Mとなります。（H15.12.26）

CA-304 小構造物のレイヤ命名規則の中にハッチングが含まれておりませんが、構造物の断面で使
用するハッチングの取り扱い方法を教えてください。

 また、受発注者の協議の上であれば、新たに“X-DCR-HCHn”もしくは“X-STR-HCHn”
なるレイヤを追加し、運用しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ ご質問のような場合、「-DCR-HCHn」を追加して作図してください。（H15.12.26）
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CA-305 [CA-281] の回答では、角度を示す弧、及び度分秒の情報は、背景と考え「-BGD-OTRS」
レイヤを利用するとの事ですが、道路設計および河川設計の平面図において測量した際の
器械点と0方向点、観測点を結ぶ線および距離情報も「-BGD-OTRS」レイヤを利用して
もよいでしょうか。

　▶▶▶ ご質問の道路設計および河川設計の平面図において測量した際の器械点と0 方向点、観
測点を結ぶ線および距離情報は、「-BMK」レイヤを利用して作図してください。（H15.12.26）

CA-306 道路設計において平面線形の変化点は黒丸（出力時 2mm程度）を作成とありますが、黒
色では背景色と区別がつかなくなると考えます。 

 また、変化点はどのレイヤに出力すればよいでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）においては、白背景、旗上げ線を黒色で示しているため、線色に合わせて黒

丸と記述しています。変化点レイヤは、道路中心線と同様の「-BMK」（黄色）に作図して
ください。 （H17.2.18）

CA-350 土木製図基準 8 章 8.5 図面記号 「表 8.5.1. 上下水道・工業用水道配管記号（参考）」に
おいて管口径の線種が指定されています。

 これに従うとCAD 製図基準に示されている以外の線種を使用することになりますが、土
木製図基準と、CAD 製図基準のどちらに合わせるとよいでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省の直轄業務・工事の際は、「CAD 製図基準（案）」に従い作図・納品してください。
 また、土木製図基準の線種は手書き製図用の線種であり、CADでは書けないもの（SXF

で標準的に用意していない）線種が含まれます。このような線種については、CADで作
成しても、レベル 2 ではデータ交換が出来ませんので、受発注者協議の上、線種の変更
を行ってください。（H16.2.26）

CA-307 河川における護岸設計業務は付属資料P147の「1-10 河川構造物設計」の護岸設計に該
当すると考えますが、図面名の一覧の中に縦断図、横断図等が含まれていません。

 「1-11河岸構造物設計」や「1-12 砂防構造物設計」の図面一覧には縦断図 =PF、横断
図 =CSが記載されております。これを使用しても問題ないでしょうか。それとも、PF、
CSを記入するとエラーになるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）に示されていない図面は、他工種で該当する図面種類を参考にしてください。
 ご質問のように、護岸設計に縦断図（PF）、横断図（CS）を追加するときは、受発注者

協議のうえ行ってください。現在のチェックシステムでは、基準（案）にない図面種類のた
めエラーが生じます。（H15.12.26）

CA-308 “田”という記号について、「国土交通省公共測量作業規定」では水位観測所、距離標と
いう形で定義されているそうですが、今後CAD製図基準（案）で取り入れる予定はありま
すでしょうか。

　▶▶▶ ご質問のような地図記号をどのように取り扱うかは、今後の課題として検討中です。
（H15.12.26）
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CA-309 【電通編】
 付属資料1レイヤ名組み合わせ一覧には、工事対象物（OBJn）よりも個別レイヤ（STRn、

SPRn）を優先するとありますが、OBJn の線種は任意であるのに対し、BOXn・CLSn・
MHHnは全て実線となっています。

 撤去は破線、移設は一点鎖線、新設は実線などと分けたい場合にはBOXn 等で任意の線
種を使用してよいのか、撤去プルボックス等は破線でOBJnレイヤに作図するのかどちらで
作図すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）のレイヤ名組み合わせ一覧に示す通り、原則として工事対象物はレイヤ 3 に規
定されているレイヤ（OBJn、STRn、BOXn 等）の個別レイヤを優先して作図してください。
一般的には撤去するプルボックスは、工事により異なりますが、「-ECDT-BOX1」等に破
線を使用して作図してください。 ただし、基準（案）のレイヤ名組み合わせ一覧に示す線種、
線色はあくまでも参考ですので、利用しやすいよう受発注者で協議し、決定してください。

（H16.7.27）

CA-310 道路設計および河川設計の平面図における中心線と構造物外形線以外の線（例えば、器
械点と視準点を結ぶ「線」およびびその 2 点間の距離を表す「文字」）は、どのレイヤに
分類すればよいのでしょうか。現状ではすべて「-BMK」レイヤに表記することでよろしい
でしょうか。

　▶▶▶ ご質問のような、道路設計および河川設計の平面図における中心線と構造物外形線以外
の線は -BMKレイヤに作図してください。（H15.12.26）

CA-311 「幅員の異なる複数の線」・「平面図上に道路横断設計の位置を表す補助線」は、成果に
必要のない補助線（道路面のみの横断復員を表す補助線となる）なのでしょうか。

　▶▶▶ ご質問のような条件の補助線は、納品に必要なので作図してください。（H15.12.26）

CA-312 橋梁配筋図の作成時に位置図のレイヤ名は具体的にどのようにすべきでしょうか。構造線、
中心線、カットマーク、カットマーク内の数字、それぞれについて教えてください。

　▶▶▶ 橋梁配筋図の「位置図」（また KeyPlan）を記入する場合は、構造線や中心線は「-STR」
レイヤを利用し、カットマーク等は「-DCR」レイヤを利用してください。（H15.12.26）

CA-313 測点の情報等を表にしたものをレイヤに表記する場合、「-MTR」を追加して「-MTR-FRAM」
に罫線、「-MTR-TXT」に文字を割り振ることが考えられますが、これでよいのでしょうか。

　▶▶▶ 測点情報の表は、ご質問のとおり「-MTR」レイヤを利用して、罫線は「-MTR-FRAM」、
文字を「-MTR-TXT」として結構です。（H15.12.26）

CA-314 【電通編】
 情報 BOX設計業務のCAD図面を納品する場合、各工種の中に情報 BOXが見あたりま

せんがどれに属するのでしょか。
　▶▶▶ 土木設計業務に該当する部分の図面は「CAD 製図基準（案）」の道路編 - 地下構造物設

計を、通信施設設計業務に該当する部分は「CAD 製図基準（案）電気通信設備編」の
通信施設設計を準用してください。（H15.12.26）
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CA-315 外部参照でラスター以外の図面を参照している際は、参照元のデータ名はそのまま参照し
てもよいのでしょうか。同一のフォルダに格納する、データ名称をそろえる等の対応を行う
必要があるのでしょうか。

　▶▶▶ SXF（P21）形式では、ラスタデータ以外の外部参照を認めておりません。受発注者の協
議においてSXF形式以外のCAD図面で納品すると決定したときは、オリジナルCADデー
タと同一名称（拡張子が異なる）を同様に、同一ファイルに格納してください。また、そ
の際にはオリジナル CAD データの図面管理項目 - 受注者説明文にその旨を記入してくだ
さい。（H16.1.7）

CA-316 【電通編】CAD製図基準（案）電気通信設備編の適用開始時期は、「平成 15 年 10月以
降に契約を締結する直轄工事・業務適用する。」とありますが、現実的に実施は可能でしょ
うか。

 市場（末端の電気設備業者）が、「SXF」による電子納品について情報が不足してます。
 当面の運用として、PDFデータなどで、代用は可能でしょうか。もし可能であれば、その

期限などはいつまででしょうか。
　▶▶▶ 電気通信設備に関する電子納品は、この10月より設計業務につきましては全ての業務、

工事につきましては、今年度のみ 6,000 万以上が適用対象で、来年度からは全面実施と
なります。CAD データファイルのファイルフォーマットは、「CAD 製図基準（案）電気通
信設備編」の「1-8CAD データファイルのファイルフォーマット」に定められているとおり、
原則としてSXF（P21）を用いることとされていますが、工事・業務の内容等によ りこれ
によりがたい場合は、発注者と協議の上、フォーマットを決定することができますので、
PDFの採用は発注者と協議してください。（H15.12.26）

CA-317 【電通編】
 各レイヤの線種・線色について、“任意”となっているものは同一レイヤに何種類かの線種・

線色を使用してもよいのでしょうか。それとも、任意に決定した線種・線色を1種類のみ使
用するのでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、CAD 製図基準（案）電気通信設備において定められているレイヤの線種や
線色は例示としています。よって、同一レイヤで線種や線色を複数利用する場合は受発注
者協議のうえ対応してください。（H15.12.26）

CA-318 【電通編】
 [CA-250] の回答に関して、正誤表をみると1-1図枠、表題欄のレイヤに含まれる内容の

箇所で凡例図枠を無くしています。このことから凡例図枠はDCRにて作図することは分か
りますが、DCR-FRAMとDCR-LINEのどちらを利用するのか分かりません。

 凡例図枠は1-6 説明、着色等のレイヤ名一覧にDCR-FRAMを追加するということでよい
でしょうか。

　▶▶▶ CAD 製図基準（案）電気通信設備編では、DCRの 3 階層には、FRAMは設けていません。
よって凡例図枠は DCR-LINEを利用して作図してください。（H15.12.26）
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CA-319 CADデータで発注者から成果品を求められた場合、『発注図が基準（案）に準じていな
い』場合どのように対応したらよいでしょうか。発注者との協議において基準（案）への適
用の範囲を調整しても問題ないでしょうか。例えば、「ファイル名とフォーマット形式以外は、
H15 年度に限り指定しない」とするなど。

　▶▶▶ 基準（案）に準拠していない場合は、発注図と同様の図面形式で納品することとなります。
また、受発注者協議において、適用範囲の調整を行うこともできます。（参考 :[CA-299]） 

（H16.1.22）

CA-320 発注者から渡された発注図面にチェックをかけて、エラー表示が出た場合、発注者側で修
正してもらえるのでしょうか。例えば、CAD製図基準（案）に準拠していない発注図を渡
された場合など。

　▶▶▶ CAD 製図基準（案）に準拠していない場合は、発注者側で修正を行うか、受け取った図
面と同様の図面で納品することとなります。（参考 :[CA-299]） （H16.1.22）

CA-321 正誤表に記載されている
P210 （6）付属構造物詳細図の -MTR-TXT
誤  -MTR－TXT、-MTR－HTXT
正  -MTR-TXT

 の『誤』 のほうのHTXTは、MTXTの誤りと判断してよいのでしょうか。基準（案）のP210（6）
付属構造物詳細図の -MTRには「－HTXT」という項目がありません。

 また、「－」も全角文字ではなく半角文字ではないでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘の通りです。正誤表をご覧ください。（H16.1.22）

CA-322 CADデータでレイヤ分けがされているサンプルデータは公開されているのでしょうか。
　▶▶▶ 現在、基準（案）平成 16 年 6月版に対応した図面作成例を公開しています。（H17.2.18）

CA-323 維持工事の場合、工事発注時のファイル名のライフサイクルを“M”としレイヤ名のライフ
サイクルを“C”とし、施工段階で変更のあったレイヤのみライフサイクルを“M”とするの
でしょうか。

　▶▶▶ 上記の記入例で問題ありません。（H16.1.22）

CA-324 CAD製図基準（案）電気通信設備編では、P14に「数値区分が 2桁必要な場合は 5文
字以下とする」とありますが、[CA-263] の「レイヤ名のSTRnやHCHn等にあるn部分
に付加する連番は、1～ 9、A～Zの順番」と異なります。電気通信設備編でも、[CA-263]
と同様にすべきなのでしょうか。

　▶▶▶ 電気通信設備についてもレイヤの 3 階層目の nの部分に付加する連番は、1～ 9、A～Z
の順番としてください。（H16.1.22）

CA-325 位置図および平面図に関して、「場所情報」「基準点情報」が、発注者側から指示されて
いない場合、未記入でも問題ないでしょうか。受注者側で記入する情報を調べることになる
のでしょうか。

　▶▶▶ 図面管理ファイルにおける「位置図」、「平面図」、「一般図」の場所情報および基準点情
報は必須項目ですので必ず記入してください。平面直角座標や緯度経度が不明の場合
は、国土地理院の発行している地形図およびホームページ（http://mapbrowse.gsi.go.jp/
index.html）を参考にしてください。（H16.1.22）

http://mapbrowse.gsi.go.jp/index.html
http://mapbrowse.gsi.go.jp/index.html
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CA-326 図面の改訂履歴を数字でわかるようにするとともに、改訂したデータを全て残すのでしょう
か。それとも、最新のデータのみでよいのでしょうか。 

 例えば、2 回改訂が行われた場合に、データを全て残す方法（D0LC0150、M0LC0151、
M0LC0152）、最新のデータのみ残す方法（D0LC0150、M0LC0152）のどちらの運用と
なるのでしょうか。

　▶▶▶ 納品する図面データは、改訂したデータ全てではなく、最新（最終）のデータのみを改訂
履歴をZとして [DRAWINGF]フォルダに格納してください。（H16.1.22）

CA-327 図面（位置図・調査平面図等）に対して必要上、複数枚の写真・ラスタデータをリンクさせ
ていますが、SXF形式では1枚の画像データのみしか変換されないので図面作成者の意図
するデータに変換できません。このデータを納品するにどのような方法を取ればよいでしょ
うか。

　▶▶▶ 現在の基準（案）で対応している SXF では、複数枚の画像リンク機能は対応していませ
んので、画像データのリンクは 1 枚のみで対応するようにしてください。（H16.1.22）

CA-328 工事変更の際、追加される特記仕様書のファイル名はどうなるのでしょうか。また、どのフォ
ルダに格納するのでしょうか。

　▶▶▶ ファイル名は「工事完成図書の電子納品要領（案）」の特記仕様書オリジナルファイルの命
名規則に従ってください。格納するフォルダは [DRAWINGS/SPEC]フォルダに格納してく
ださい。（H16.1.22）

CA-329 レイヤ名の責任主体について記述がありますが、責任主体とはどのような定義なのか教えて
ください。

 また、「C- 施工」に関しては、発注者と受注者が混在する事になると思いますが、責任主
体として明確に区分しなくても構わないのでしょうか。

　▶▶▶ 一般的な運用では、責任主体”D”の発注図ではレイヤの責任主体は全て”D”です。その後、
工事において変更を加えたレイヤは”C”に変わります。完成図のファイルとしての責任主
体は”C”ですが、その図面に含まれるレイヤの責任主体については”D”と”C”が混
在した状態になります。また、責任主体では、発注者と受注者の明確な区分は必要ありま
せん。（H16.1.22）

CA-330 [CA-278] において追加となった河川構造物設計の標準図（SS）ですが、レイヤ名一覧に
はありません。基準（案）P203 の海岸構造物設計の（2） 標準断面図（SS）を使用すれ
ばよいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、河川構造物設計の標準図（SS）は、基準（案）[H15.7]P203 の海岸構造
物設計の（2） 標準断面図（SS）のレイヤ名一覧を参照してください。（H16.1.22）

CA-331 変更を加えた図面ファイルの格納方法について教えてください。
 例えば、ある位置図に対して2回変更を行うと図面ファイル名が以下の様になります。

発注図面 :C0LC0010.XXX
変更1回目 :C0LC0011.XXX
変更 2 回目 :C0LC0012.XXX
※「C0LC0012.XXX」が完成図面

 上記のような場合、[DRAWINGS]、[DRAWINGF]フォルダへの格納方法は次の2つの
うちどちらが正しい解釈となるのでしょうか。
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（1） 発注図面（C0LC0010.XXX）から変更 2 回目（C0LC0012.XXX）の図面を
[DRAWINGS]フォルダに格納する、変更 2 回目の図面のみ（DRAWINGSへ
格納したのと同じ図面を）改訂履歴をZに変更して [DRAWINGF] に格納する。 

→  発注図面と完成図面の中で同じ図面の重複あり。
（2） 発注図面（C0LC0010.XXX）から変更 1回目（C0LC0011.XXX）の図面を

[DRAWINGS]フォルダに格納する、変更 2 回目の図面は改訂履歴をZに変更
して [DRAWINGF] に格納する。

→  発注図面と完成図面の中で同じ図面の重複なし。
　▶▶▶ ご質問のような場合は、（1）の方法で図面を格納することもできます。また、複数回の設

計変更を行うときなどは、受発注者協議により図面ファイル名の整理番号を利用して設計
変更回数を付番できます。（H16.1.22）

CA-332 発注図面および完成図面をCADデータで提出せず、PDF形式で 1つにまとめて提出する
ように受発注者間で取り決めましたが、その際に発生する以下のチェックシステムのエラー
の解決方法を教えてください。

1. 【注意】CADファイルのファイル形式が「P21」ファイルでないため、レイヤーチェッ
クを行いません。

2. 【エラー】内容が記入されていません。「位置図」「平面図」「一般図」の場合、必ず「境
界座標経度・緯度」または「境界平面直角座標」および「基準点情報経度・緯度」
または「基準点情報直角座標系番号、X 座標、Y座標」を記入してください。

　▶▶▶ 1. について、協議の結果取り決めた場合、メッセージを無視してください。なお、協議で
の取り決め内容は、図面管理ファイル（DRAWING.XML）の [ 受注者説明文 ] に記入し
てください。

 2. について、ファイル形式が PDFの時においても、「位置図」「平面図」「一般図」の場
合、必ず図面管理項目の「境界座標経度・緯度」または「境界平面直角座標」および「基
準点情報経度・緯度」または「基準点情報直角座標系番号、X 座標、Y 座標」を記入し
てください。（H16.1.22）

CA-333 ファイル命名規則は、全て半角大文字となっていますが、拡張子と図面種類（例 :PL）を
一緒に大文字にすることができません。

 D1SC0000.p21 または D1sc0000.P21 のどちらかになってしまいます。
 チェックシステムでエラーが出るのは、上記内容が原因なのでしょうか。それとも、その他

に原因があるのでしょうか。
　▶▶▶ OS の種類によっては、上記のように表示するものがありますが、図面管理ファイル

（DRAWING.XML）の [ 図面ファイル名 ] を半角大文字で記入し、「ISO9660レベル1」
フォーマットで CD-Rを作成すれば問題ありません。（H16.1.22）

CA-334 用地測量業務の場合、用地図のレイヤ名および線色は決まっているのでしょうか。
　▶▶▶ 用地図を含む応用測量の図面成果について、後工程での利用を念頭に納品方法の見直

しを進めています。当面の間は受発注者間の協議により納品方法を決定してください。
（H16.1.22）

CA-335 コンクリート既製品の製品図（配筋図・構造図など）は、CADデータではなく、PDF形
式で提出しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 既製品の製品図についても可能な限りCAD データで納品してください。（H16.2.9）
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CA-336 工種において、「従来の作図方法を踏襲する」という記述がありますが、基準（案）にある
記載事項、旗上げの表現方法、縦断図で表示する帯等は目安であって必須でないと解釈し
てよいでしょうか。「必須でない」とする場合、提出する際にどのような内容を記入すればよ
いでしょうか。

　▶▶▶ 既存の紙図面の作図方法を変えているわけではないので「従来の作図方法を踏襲する」
ことで図面を作成してください。（H16.2.9）

CA-337 基準（案）[H15.7] の工種において、「従来の作図方法を踏襲する」という記述があります
が、基準（案）[H14.7] にはその記述がない工種もあります（道路詳細設計等）。基準（案）
[H14.7] を適用する工事においても、従来の作図方法を踏襲し基準（案）の記載内容は必
要に応じて記載するということでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）における各図面は、従来の紙図面の作図方法を踏襲して作図してすることを原
則としています。（H16.2.9）

CA-338 基準（案）[H15.7] の P35「3-2-2 平面図（道路設計共通）」の記載事項には、基準（案）[H14.7]
にあった「測量段階で示される項目」が削除されていますが、記述の必要が無くなったと判
断してよいでしょうか。

　▶▶▶ 平面図（道路設計共通）に測量段階で示される項目が必要であれば、作図してください。
（H16.2.9）

CA-339 基準（案）[H15.7] の P35「3-2-2 平面図（道路設計共通）」の記載事項にある「正矢」と
はどのような値でしょうか。

　▶▶▶ 正矢（せいし）は、中央縦距（middie ordinate）ともいい、弦を曲線上に置いたときに、
弦の中心点と弧の中心点との間の長さを示すものである。（H16.2.9）

CA-340 道路本体設計で土量を積算するための土工横断図を作成する場合がありますが、ファイル
名は「土積図」と同じMCでよいでしょうか。また、土工横断図の区分方法を示す土工区
分図についても同様のファイル名として問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 通常の横断図を作成した上での土工横断図であれば、「MC」を利用してください。（H16.2.9）

CA-341 [CA-282] にて、諸元表の罫線と文字の両方を「-BMK-OTRS」で作図とありますが、
[CA-313]では測点情報の表の罫線は「-MTR-FRAM」、文字は「-MTR-TXT」とあります。
測点情報の表も諸元表に含まれると思いますが、どのように解釈すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 測点情報の表の罫線は「-MTR-FRAM」、文字は「-MTR-TXT」と考え、「-MTR-TXT」
として作図してください。（H16.2.9）

CA-342 縦断図（河川設計共通）で基準（案）[H14.7 版 ]では帯に定められている「計画高水敷高」
が基準（案）[H15.7 版 ]では無くなっていますが、線のレイヤは決められているため、縦
断図に線だけ描画して帯には描画しないという解釈でよいでしょうか。

　▶▶▶ [H14.7 版 ] 及び [H15.7 版 ]ともに縦断図（河川設計共通）の計画高水敷高は、構造物（STR）
のみの記載としています。（H16.2.9）
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CA-343 道路設計および河川設計の測量ポイントは [BMK-SRVR] に作図すると想定していますが、
測量ポイントの測点名、測点情報（座標値、高さ）はどのレイヤに作図すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 道路設計および河川設計の測量ポイントの測点名、測点情報（座標値、高さ）は、
D-BMK-HTXTレイヤに作図してください。（H17.2.18）

CA-344 コンクリート既製品BOX、擁壁などの配列図は、ファイル名をどのようにすればよいでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）に定義されていないファイルは、基準のファイル命名規則を参考に受発注者と
協議の上、決定してください。（H16.2.9）

CA-345 CAD 図面で指定されている線色は白が多いのですが、カラーで印刷すると白は用紙に表
示できません。基準（案）で黒は使われていないため、白を黒で表示しても問題ないでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）では、背景を黒に想定して線色を決定しています。背景色を白にするときは、
白黒反転して表示してください。（H16.2.9）

CA-346 CADデータのSXFのレベル 2の要素であげられるものは、すべてその要素で作図されて
いなければいけないのでしょうか。例えば、引出線は複数の線分で作図していますが、その
場合にSXFブラウザで表示する際にはL2要素が L1要素になっていても問題ありません。

　▶▶▶ CAD データの SXFのレベル 2 の要素であげられるものは、すべてその要素で作図してく
ださい。ご指摘のとおりSXF ブラウザで表示する際には問題ありませんが、SXFVer.2.0
レベル 2 の仕様により作成された CAD データでないと再利用が困難になります。

 詳細については「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」を参照してください。
（H16.2.9）

CA-347 基準（案）で鉄筋のレイヤが細かく分割されていない理由は何でしょうか。また、どういっ
た定義に基づきレイヤを決めたのか教えてください。

　▶▶▶ レイヤをライフサイクルを考慮しながらオブジェクトごとに細分化すると数千にもわたるレイ
ヤになる場合があります。このため、図面を役割と目的により分類し、オブジェクトと関連
付け、現在のレイヤを定めています。

 ご質問の鉄筋レイヤの細分化はオブジェクトの中の作図要素に該当するかと思いますので、
主構造に該当する場合において分類が必要であれば、受発注者協議で、X-STR-STRn
を利用してください。（H16.2.9）

CA-348 横断図のレイヤで「-DCR」のレイヤにはハッチングのみが含まれるのでしょうか.
　▶▶▶ 基準（案）に示す通り、DCRに「ハッチ、シンボル、塗りつぶし、記号、等」を記載する

ことを想定しています。（H16.2.9）

CA-349 小構造物の“STR”を追加する方法として“X-STRn”とするのか“X-STR-STRn”と
するのかどちらがよいでしょうか。また、その際に元の“X-STR”は残し“X-STR、
X-STR1、X-STR2、”とするのか“X-STR、X-STR-STR1、X-STR-STR2”とするのは
どちらがよいでしょうか。

　▶▶▶ STRを追加するときは、X-STR-STRnとしてください。細分化して作図する場合は、
X-STR、X-STR-STR1、X-STR-STR2としてください。（H16.2.9）
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CA-351 出来形図面を納品する場合、レイヤ名称はどのようにしたらよいでしょうか。
　▶▶▶ 出来形図面は、出来形管理資料として取り扱うものであり、CAD 図面として納品する義務

はありませんが、受発注者協議により納品する場合は以下の2 通りの方法が考えられます。
1. 出来形図面をイメージデータ等として打合せ簿に添付して納品してください。
2. 出来形図面を図面データとして納品する場合は、ファイル名及びレイヤ名を決定

し、納品してください。
 （H16.2.26）

CA-352 プリンターで印字すると見えなくなる色があるため、原図の色、寸法線の色を変更しても問
題ないでしょうか。また、図面にペイントを使用してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している線種や色は例示です。これに寄りがたい場合は受発注者で協
議し、取り扱いを決定したうえで変更する事は可能です。（H16.2.26）

CA-353 提出図面のSXF（p21）形式について、発注者が対応していないため、他の形式で納品し
ても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ SXF（p21 形式）に発注者が対応していない場合においても、出来る限りSXF（p21 形式）
で納品してください。SXF ブラウザを利用することにより閲覧や印刷は可能です。

 ただし、事前協議等において納品ファイル形式を別途定めている場合には、別途定めた
形式で納品しください。（H16.2.26）

CA-354 基準（案）に準拠しないファイル形式で完成図を電子納品した場合、チェックシステムにて
「位置図、平面図、一般図の場合は、境界座標、基準点座標を記入してください。」とエラー
が発生しました。[基準点情報 ] は必ず入力しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）に示す通り、位置図、平面図、一般図の場合は、図面管理項目の [ 基準点情報 ]
は必須記入となります。（H16.2.26）

CA-355 [CA-303] に関連して、道路維持工事において、竣工時完成図として提出を求められるのは、
追加工事で生じた新設工事のみで、維持修繕で発生した、物件に関しては、提出を求めら
れません。

 この場合、工事受注時の発注図は、ライフサイクル“M”で、追加新設は、例え同じ図面
であっても、ライフサイクル“C”とした図面を変更図として発注者から受け取り、完成図
として提出するのは、新設工事のライフサイクル“C”のみでよいでしょうか。もしくは、工
事受注時の発注図は、ライフサイクル“M”で受け取り、新設工事として追加変更が発生
した場合、ライフサイクルは、変更せずにレイヤ名称の変更（DをC）で対応するのでしょ
うか。

　▶▶▶ 維持管理段階であれば、発注図のファイル名は、ライフサイクルを全て Mとしたファイル
を受け取ってください。その後、維持工事完了後の納品時はファイル名のライフサイクルを
全て Mとして、レイヤの責任主体をMとして納品してください。（H16.2.26）

CA-356 2 次製品（既製品）についての概念が記載されていません。どのように取り扱えばよいか教
えてください。

　▶▶▶ 基準（案）では、2 次製品（既製品）に関する定義はありません。しかし、納品図面とし
て必要であれば、受発注者協議のうえ、ファイル名、レイヤ名を決定して納品してください。

（H16.2.26）
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CA-357 [CA-268] の回答にて、「用排水工詳細図のファイル名は防水工詳細図のDFを利用する」
とありますが、DFは排水設備詳細図のファイル名ではないでしょうか。防水工詳細図と同
じであれば、WPになるのではないでしょうか。

　▶▶▶ 用排水工詳細図のファイル名は、排水設備詳細図のDFを利用してください。（H16.2.26）

CA-358 [CA-27] の回答に関連して、「出来形展開図を、納品の対象としてSXF（P21）形式で納
品する場合」は、レイヤを指定せず、[MEET]フォルダに納品するのでしょうか。それとも、
レイヤを発注者と協議して、[DRAWINGF] に格納するのでしょうか。

　▶▶▶ 出来形展開図を納品の対象として図面データで提出する場合は、ファイル名およびレイヤ
を受発注者協議してSXF（p21）形式で、[DRAWINGF] に格納してください。（H16.2.26）

CA-359 基準（案）[H15.7] において砂防構造物設計のファイル名一覧に堆砂地横断図とありますが、
レイヤ名一覧には存在しません。

 横断図（砂防設計共通）のレイヤ名に準拠してよいでしょうか。
　▶▶▶ 堆砂地横断図は、基準（案）[H14.7] の P229 にありますのでご利用ください。
 基準（案）[H16.7] においては、砂防構造物設計のファイル名一覧の堆砂地横断図を利用

してください。（H17.2.18）

CA-360 【電通編】
 第 2項目の機械・配管系統のレイヤ名について、CAD基準（案）電気通信設備編 [H15.7]

の、P15では「MEC」に、P103の表題は「MEC」、表の中は「EMC」と記載されています。
チェックシステムは、EMCでチェックしているようですが、どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）電気通信設備編 [H15.7] の P103 の1-12 機械・配管系統の表
内のレイヤ2を-EMCから -MECに修正いたします。基準（案）電気通信設備編 [H16.6]（案）
においては、機械・配管系統のレイヤ2は -MECと修正しています。ご指摘の事項は、チェッ
クシステムVer5より対応しています。（H17.2.18）

CA-361 【電通編】
 河川の光ケーブル経路設計について、電気通信工事に関わる図面は「CAD製図基準（案）

電気通信設備編」通信施設設計の光ケーブル経路詳細設計を適用し、土木工事に関わる
図面（管路工事図面）についても電気通信編の光ケーブル経路詳細設計を適用してよいで
しょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、土木分野の図面を利用する時は、土木分野で作成されたレイヤ名を「CAD
製図基準（案）電気通信設備編」に従い修正して利用してください。（H16.2.26）

CA-363 管理項目・CAD図面共に使用禁止文字は共通なのでしょうか。
　▶▶▶ CAD データ中の文字と管理項目における使用禁止文字は異なります。管理項目に使用す

る文字は、基準（案）「2-12 成果品」を参照ください。（H16.3.16）

CA-364 [CA-11] において、「全角の文字と半角の数字・ラテン文字が混在すると、不適切になると
予想されます」とありますが、これは縦書きの際のみの注意点でしょうか。例えば、横書き
でPC鋼材と記入したい場合は、PCは全角で記入すべきなのでしょうか、それとも半角で
記入すべきなのでしょうか。

　▶▶▶ [CA-11] は、縦書きの場合についての回答となります。横書きの CAD データ中の文字は、
全角、半角どちらも利用できます。（H16.3.16）
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CA-365 [CA-342] の回答について、「計画高水敷高」の帯を記載しないのであれば基準（案）[H14.7
版 ] の P93にある「計画高水敷高」の帯は誤記と解釈してよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H14.7 版 ] の P93 にある「計画高水敷高」の帯は誤記ではありません。計画
高水敷高の帯が必要なときは、基準（案）[H14.7 版 ] の P93 に従ってください。（H16.3.16）

CA-367 フェンス（ガードレール・遮音壁）等の一般図、割付図（道路平面図に書き込む場合がある）
を電子納品する場合、レイヤ、線種等を意識して作図することになるのでしょうか。基準（案）
では、道路、橋梁、トンネル等についての詳細は決められていますが、道路・橋梁の付帯
構造物（フェンス等）の図面の電子納品に対し、どのような準備を考えておけばよいでしょ
うか。

　▶▶▶ 図面の種類や用途によって異なると思いますが、一般には付帯構造物は、-BYP- ○○○
を使用してください。

 基準（案）に定義されていない工種や図面種類は、基準（案）を参考に発注者と協議して
決定してください。また、今後実運用を踏まえ工種の拡大や図面種類の追加については、
引き続き検討いたします。（H16.3.16）

CA-368 道路詳細設計で擁壁一般図や擁壁配筋図、植樹桝構造図や防護柵詳細図などの雑工の図
面などはまとめてファイル名、「LS」でよいのでしょうか。この考え方だと平面、縦横断図
以外はすべて「LS」になってしまいます。

　▶▶▶ 基準（案）で定義しているのファイル名は、標準的な図面を例示したものです。基準（案）
で定義していない詳細図等が必要な場合は、受発注者協議の上、基準（案）のファイル
命名規則に従い、適宜ファイル名を分けてください。（H16.3.16）

CA-369 トンネル工の標準断面図を作図する場合、建築限界線は通常「破線」で表現されますが、
製図基準では○ -STRとして実線で表すことになっていますが、レイヤを変えない場合には
一つのレイヤの中で、複数の線種・太さを表現する事になります。

 責任主体が移った際に同一レイヤ内で複数線種・太さを表現すると仕分けに手間が掛かる
ことおよび作図する際も効率化を図るため、線種・太さ別にレイヤ名を変えたいと考えてい
ます。（例 :D-STRCO1= 実線・細線、D-STRDA2= 破線・中線）

 受発注者間の協議によりこのような運用を行ってもよいでしょうか。 
　▶▶▶ 基準（案）で定義しているレイヤで対応出来ないときは、受発注者協議のうえ、基準（案）

のレイヤ命名規則を参考にレイヤを設定してください。（H16.3.16）

CA-370 [CA-256] の回答において、矢視（カットマーク）は、原則として-DCRとありますが、
表現として例 :× -STR-DCRとするのか、× -DCRとするのか、複数に及ぶ場合は、
-DCRnとするのか教えてください。

　▶▶▶ 矢視（カットマーク）は、× -DCR-DCR（複数の場合は、× -DCR-DCRn）を利用してください。
（H16.3.16）

CA-371 道路設計および河川設計の平面図における横断方向の線を描画したい場合は、どのレイヤ
に分類すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 道路設計および河川設計の平面図における横断方向の線は、○-DCR （○-DCR-LINE等）
を利用して作図してください。（H16.3.16）
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CA-372 道路設計および河川設計の平面図における方位記号を描画したい場合は、どのレイヤに分
類すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 方位記号は、○ -BGDを利用して作図してください。（H16.3.16）

CA-373 道路および河川設計の平面図・縦断図の「凡例」と「方位」のレイヤ分類については、以
下の考え方でよいでしょうか。

<凡例のレイヤ>
[CA-318]、[CA-250] を参考に、
× -DCR-FRAM 凡例図枠
× -DCR-LINE 凡例区切り線・罫線
× -DCR-BGD 地物の記号
× -DCR-TXT 文字列
<方位のレイヤ>
[CA-280] を参考に、
× -BGD 方位記号 

　▶▶▶ 凡例のレイヤにおいて、凡例図枠と凡例区切り線・罫線については、レイヤ分けは必要あ
りません。方位記号については、上記の通りとなります。（H16.3.16）

CA-374 基準（案）の河川構造物設計「位置図・平面図」の -STR-×レイヤについては、主構造
物が樋管等であることを前提としているため、河川堤防や護岸などは副構造物の -BYP-
STRnレイヤに標記すると考えますが、逆に築堤・護岸等の河道計画が設計の主目的であ
る場合、堤防・護岸等が主構造物である -STR-STRn（不足レイヤは追加する）となり、
樋管などは -BYPとしてよいのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、築堤・護岸等の河道計画が設計の主目的である場合は、堤防・護岸等
が主構造物である -STR-STRn（不足レイヤは追加する）、樋管などは -BYPを利用して作
図してください。（H16.3.16）

CA-375 改訂履歴について、[CA-326] においては「最終の図面のみ納品」とありますが、[CA-331]
においては「改訂した履歴を [DRAWINGS]フォルダに全て残し（例 :C0LC0010.XXX 
C0LC0012.XXX、等）、[DRAWINGF]フォルダに最終図（例 :C0LC001Z.XXX、等）
を収める」考えとなっています。回答に矛盾があるように取れますが、改訂履歴をどのよう
に残すのか教えてください。

　▶▶▶ [CA-331] は、発注後の発注図の改訂履歴（設計変更）を回答したものです。[CA-326] は、
完成図となる最終図面の取扱いについて回答したものです。「最終の図面のみ納品」とは、
[DRAWINGF]フォルダには、完成図（最終の図面）を格納することとしています。（H16.3.16）

CA-376 コンクリート既製品は、構造図、配筋図、吊り金具の位置などを一緒に描いて製品図と
しています。現場打配筋図と同じ考え方だと、構造線が BGD、鉄筋が STRn、金具が
STRnのレイヤに記入することになりますが、構造図も兼ねているので、すべてSTRnに
記入してもよいのでしょうか。また、製品図のファイル名はどのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ コンクリート既製品においても製品指定であれば、STRnに全てを作図してください。ま
た製品指定でない場合は受発注者協議を行ってください。（協議結果例 : 製品指定でなけ
れば、現場打ちに準じて、構造線が BGD、鉄筋が STRn、金具が STRnのレイヤに作
図してください。）製品図のファイル名についてはそれぞれの工種のファイル名としてくださ
い。（H16.3.16）
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CA-377 レイヤごとに線色を分けるとありますが、この色というのは、CADソフトの機能を用いて
線色を分けるのか、線そのものに色を付けるのか、どちらがよいのでしょうか。

　▶▶▶ 要素に色をつけるかレイヤに色をつけるかは、各々の CADソフトの仕様により異なります。
ただし、SXFに変換したときには各フィーチャ毎に色を持ちます。（H16.4.28）

CA-378 線の太さはレイヤ毎に設定するのでしょうか、または、要素毎で設定するのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）では、線の太さはレイヤごとに設置することとはしていません。図形の表し方に

ついては、土木製図基準に準ずるとしておりますので、土木製図基準を参照してください。
 （土木製図基準より抜粋）

1.4.2 線の太さ
 線の太さは、図面の大きさや種類により選ぶ。一つのものを同じ尺度で描いた

投影図の中の線の太さは同じにする。
 （H16.4.28）

CA-379 図面の表現方法において、すべてCAD製図基準を守らなければならないのでしょうか。
 例えば、部材の取付の考え方を図面に表記する場合、かなり誇張した図を描いた上で部材

の取付方向や角度をわかりやすく表現する手段で、従来図面を描いてきたのですが、考え
方での図の誇張表現は、許されないのでしょうか。製図基準の 1:1（原寸）を絶対に厳守
しなければならないのであれば、考え方の図を拡大したところで、微妙な箇所の表現がで
きないと思われます。原寸によらない図が図面内に存在しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、基準（案）に従い作図してください。図面の表現方法は、従来の作図方法を
踏襲していますので従来と同様の方法で作図してください。基準（案）によりがたい場合は、
受発注者協議により、決定してください。（H16.4.28）

CA-380 ライフサイクル（S- 測量、D- 設計、C- 施工、M- 維持管理）のS、D、C、Mは、何の
頭文字となっているのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義しているライフサイクルは以下の通りです。
S（測量） : Survey
D（設計） :Design
C（施工） :Construction
M（維持管理） :Maintenance

 （H16.4.28）

CA-381 下部工橋台一般図で、矢視（カットマーク）が、STR-HTXTで作成されていますが、[CA-312]
でDCRレイヤで作成するようにかかれています。どちらで作成すればよいのでしょうか。ま
た、下部工橋台配筋図で加工図の材料表示が BGD-HTXTで作成されていますが、MTR
ではないでしょうか。

　▶▶▶ 矢視（カットマーク）は、DCRレイヤを利用して作図してください。
 加工図の材料表示は、STRレイヤを利用して作図してください。（H16.7.2）

CA-382 図面作成例の道路縦断図では、計画高線が「BMK」レイヤに作図されていますが「STR」
レイヤが適切ではないでしょうか。

　▶▶▶ 道路縦断図では、計画高線は、「STR」レイヤを利用して作図してください。誤解をまね
かぬよう図面作成例を修正いたします。（H16.4.28）
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CA-383 図面作成例の標準横断図では、路床部、舗装部が「STR」レイヤになっています。以前
公開されていた図面作成例では「HCH」でしたが今後は「STR」レイヤに作図すると解釈
してよいでしょうか。

　▶▶▶ 標準横断図の路床部、舗装部は、「STR」レイヤを利用して作図してください。誤解をま
ねかぬよう図面作成例を修正いたします。（H16.4.28）

CA-384 図面作成例では、図面によって、レイヤ名の順番がバラバラですが、CAD製図基準（案）
に沿ってレイヤ分けをしていればその順番は問題ないのでしょうか。

 例えば、図面作成例の道路設計/平面図のタイトル枠はレイヤ 1。道路設計/縦断図のタ
イトル枠はレイヤ9となっています。

　▶▶▶ 図面におけるレイヤ名の順番は、定義していませんので、問題ありません。（H16.4.28）

CA-385 回答において、「SXFブラウザで正常に表示するかご確認ください」とありますが、どのよ
うにして「正常」と判断するのでしょうか。

　▶▶▶ 作図した CADソフトでの表示と比較して、文字化けやデータの不備がないか目視で確認
してください。なお、SXF ブラウザによるデータの確認については「CAD 製図基準に関
する運用ガイドライン（案）」を参照してください。（H16.4.28）

CA-386 現状において変更図面を作成する場合は、赤色で変更の形状を表現し、元図形に×印を
つけ、変更前、変更後の区別をして協議を行うと思いますが、変更内容が受理された場合、
DRAWINGSに格納する変更図面は、協議に使用した状態の図面（変更前・後の 2つの
要素が描かれた状態で格納してもよいのでしょうか。それとも、受理された内容（赤色）の
みを基準（案）に沿った線種、線色に変更し、格納するべきでしょうか。

　▶▶▶ DRAWINGS に格納する図面は、発注時の図面と協議で受理された変更図面を格納して
ください。格納する時のファイル名は、改訂履歴を変更して区別する事ができます。詳細
は「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」を参照してください。（H16.4.28）

CA-387 変更図面を作成する場合は、今後朱書きソフト等で修正を行うということでよいでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）では、納品時の図面を対象としていますので、受理された変更図面（最終図面）

をDRAWINGF に格納してください。その際の作図についても朱書きソフト等ではなく、
基準（案）のレイヤ分類に従い作図してください。（H16.4.28）

CA-388 [CA-372] や [CA-205] の回答では、レイヤを追加して対応とありますが、その際のレイ
ヤの線色、線種は何を基準に決めたらよいでしょうか。

　▶▶▶ 作図図面状況を踏まえ、基準（案）及び「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」
を参考に決定してください。（H16.4.28）

CA-389 SXFブラウザにおけるAP202サブセットルールチェック（後、AP202とする）についてです。
AP202 のレベル 1チェックにおいて<File error:COMPOSITE_CURVE_SEGMENT
はスキーマで定義されていないエンティティ名あるいはタイプ名です。>というエラーがでま
す。どのようなことが原因なのか教えてください。

　▶▶▶ SXF ブラウザに対する質問は、CAD 交換標準 Q&Aで対応していますので http://
www.cals.jacic.or.jp/cad/をご覧ください。（H16.5.24）
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CA-390 図面作成例「D0PL001Z.P21」について、トラバー点が「D-BGD-HTXT」レイヤに
入っていますが、基準となる点（座標ポイント）とみなして「D-BMK-SRVR」に点マーク、
「D-BMK-HTXT」に測点名を入れたほうがよいのでないでしょうか。

　▶▶▶ 図面作成例はあくまでも例示です。レイヤは CAD データ作成にあたり図面がどのように
利用されるかを想定し、区分してください。（H16.4.28）

CA-391 図面作成例「D0PL001Z.P21」について、「D-BGD」レイヤ内に [XY 座標、標高、基 
No.9] の文字列が入っていますが、この文字列だけ「D-BGD」内に入っているのは何か理
由があるのでしょうか。

　▶▶▶ 図面作成例はあくまでも例示です。レイヤは CAD データ作成にあたり図面がどのように
利用されるかを想定し、区分してください。（H16.4.28）

CA-392 図面作成例「D0LS004Z.P21」について、基礎砕石の栗石マークが外形線と同レイヤに入っ
ていますが、ハッチングやマークと同類とみなして、「D-DCR-HCHn」レイヤ等を追加して
入れたほうがよいのではないでしょうか。

　▶▶▶ 図面作成例はあくまでも例示です。レイヤは CAD データ作成にあたり図面がどのように
利用されるかを想定し、区分してください。（H16.4.28）

CA-393 図面作成例「D0LS004Z.P21」について、BOX 断面のハッチングは「D-DCR-HCHn」
レイヤに分類すべきではないでしょうか。

　▶▶▶ ハッチングについては、D-DCR-HCHnレイヤを利用して作図してください。誤解をまねか
ぬよう図面作成例を修正いたします。（H16.4.28）

CA-394 図面作成例「D1GV001.P21」について、各構造図タイトル文字が「D-TTL-TXT」レイヤ
に入っておりますが、違う図面例では「D-STR-TXT」レイヤに入っておりました。どちらが
正しいのでしょうか。

　▶▶▶ タイトル文字は、「D-TTL-TXT」レイヤを利用して作図してください。（H16.4.28）

CA-395 図面作成例「D1RA004Z.P21」について、加工図の線・寸法は「D-STR-」レイヤですが、
加工図番号の文字列は「D-BGD-HTXT」レイヤとなっています。「D-STR-HTXT」が正
しいのではないでしょうか。

　▶▶▶ 加工図番号の文字列は、「D-STR-TXT」を利用して作図してください。（H16.7.2）

CA-396 図面作成例「D1SW002Z.P21」について、「D-STR-HTXT」内で詳細部分を円で囲って
おりますが、破線となっています。その他の引出線は実線ですので、1線種・1線色の定義
からいくと別レイヤに区分すべきではないでしょうか。

　▶▶▶ 図面作成例はあくまでも例示です。レイヤは CAD データ作成にあたり図面がどのように
利用されるかを想定し、区分してください。（H16.4.28）

CA-397 図面作成例「D2PV002.P21」について、「LAYER1-1」というレイヤが含まれています。
　▶▶▶ 「LAYER1-1」レイヤを正しいレイヤ名「D-STR-DIM」に修正いたします。（H16.4.28）
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CA-398 図面作成例「D2PV002.P21」について、「D-STR」レイヤ内にハッチング、土砂マークが
含まれています。

　▶▶▶ 図面作成例はあくまでも例示です。レイヤは CAD データ作成にあたり図面がどのように
利用されるかを想定し、区分してください。（H16.4.28）

CA-399 dwgにてbigFont 等を使用し、コンバータでP21に変換したら、文字がデフォルトフォン
トに変換され、SFXブラウザにてチェックをかけると、TEXT_FONT_USAGEに引っか
かります。TEXT_FONT_USAGEとは何でしょうか。

　▶▶▶ SXF ブラウザに対する質問は、CAD 交換標準 Q&Aで対応していますので http://
www.cals.jacic.or.jp/cad/をご覧ください。（H16.5.24）

CA-400 [CA-301] の回答について、以下のどのように解釈すればよいのでしょうか。
1. 「現地盤高」の帯に「現況堤内地盤高」、「現況堤外地盤高」の2つの情報を出

力する。
2. 「現地盤高」の帯に「現況堤内地盤高」、「現況堤外地盤高」のどちらか一方の

情報を出力する。
3. 「現況堤内地盤高」、「現況堤外地盤高」の2つの帯を出力する。

　▶▶▶ 一般的な河川改修計画の場合は、土木製図基準 [H10]P115 に示すような内容を記載しま
すので、「現況堤内地盤高」を帯で表しますが、場合によっては「現況堤外地盤高」を表
す場合もあります。

 また、現地盤高の表記については、発注機関ごとに取扱いが異なるため、受発注者協議
の上、発注者の指示に従って決定してください。

（記載例）
・「現地盤高」のみ表記
・「現況堤内地盤高」、「現況堤外地盤高」を2 つの帯で表記
・その他（土木製図基準等参考）

 （H16.5.13）

CA-401 [CA-311] の条件にあてはまる補助線はどのレイヤに作図すればよいでしょうか。
　▶▶▶ 補助線についても、道路幅員と同じ図面オブジェクト（STR）となります。同じレイヤに記

述するか、別のレイヤを新規作成するかについては、受発注者協議により、発注者の指示
に従って決定してください。（H16.4.28）

CA-402 【電通編】
 P98「付属資料」「1レイヤ名組み合わせ一覧」の（4）において、「引き出し線は、D－（各分類）

－TXT1レイヤに作図する。」とありますが、引き出し線に付記する文字もTXT1に記入す
ることになるのでしょうか。あるいは、付記する文字はTXT2 以降に記入することになるの
でしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）に従い、引き出し線は、D－（各分類）－TXT1レイヤに作図してください。
（H16.4.28）

http://www.cad.jacic.or.jp/
http://www.cad.jacic.or.jp/
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CA-403 [CA-325] より、国土地理院の発行している地形図を参考とし、地形図上の基準点を
CADの平面図上に落として基準点としています。その際、基準点が図面枠に収まっていな
くてもいなくても問題ないでしょうか。GISとの連携を考え、図面枠内に基準点を移し変え
るより国土地理院の発行している基準点をそのまま活かした方がよいと思いますが、対応
方法を教えてください。

　▶▶▶ 基準点情報は、地形図上の基準点を利用する必要はなく、図面上の代表点（図面の中心
付近）の値を図面管理項目に記入してください。なお、図面上の代表点の値は、国土地
理院の検索サービス（http://watchizu.gsi.go.jp/）等を利用してください。（H16.5.24）

CA-404 P134『6-2-7 擁壁計画平面図』に擁壁の種類、高さ、タイプ及び延長（着色別に）とあり
ますが、着色別とはどのように色わけし、何色をどのレイヤにいれるのでしょうか。

　▶▶▶ 着色については、発注機関により、何をどのように着色するか異なりますので、受発注者
協議により決定してください。（H16.5.24）

CA-405 ほとんどの橋梁で採用されている「落橋防止システム」について、ファイル名の図面種類を
決めて頂けないでしょうか。

　▶▶▶ 「落橋防止システム」については、上部工構造図を使用していただくことになりますが、ファ
イル名は規定していないため、受発注者協議によりファイル命名の原則に基づき決定して
ください。（H16.5.24）

CA-406 [CA-368] の回答にて、「基準（案）で定義しているファイル名は、標準的な図面を例示し
たものです」と記載されていました。標準的な図面とはどの様な図面まで含まれるのでしょ
うか。擁壁詳細図・擁壁展開図・ブロック積み展開図などは含まれるのでしょうか。

　▶▶▶ 標準的な図面とは、「設計業務等の共通仕様書」などに明記されている成果図面を想定し
ています。（H16.5.24）

CA-407 一般図とは、どのような図面でしょうか。
　▶▶▶ 「一般図」は、基準（案）P19、ファイル分類に記載がありますが、【1種】案内図に該当

する図面です。「設計業務等の共通仕様書」に成果図面として橋梁設計などに「一般図」
という明記しています。（H16.5.24）

CA-408 橋梁一般図に記載する設計条件表のレイヤ名を決めて頂けないでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）の橋梁設計の一般図のレイヤ分類を参照してください。新たにレイヤを追加す

る場合は、レイヤ命名の原則に基づき、受発注者協議によってレイヤを決定し、図面管理
項目の新規レイヤに記入することにより対応してください。（H17.2.18）

CA-409 [CA-348] の回答にて、“X-DCRに「ハッチ、シンボル、塗りつぶし、記号、等」を記載
すること”とあり、基準（案）にも描画は任意とありますが、どのオブジェクトをどのレイヤ
に作図するか明確にしていただけないでしょうか。

港湾のCAD図面作成要領（案）では
“X-DCR-HCH” ハッチ
“ -MARK”石のマーク等の飾り記号
“ -TIDE”潮位・水位
“ -LINE”罫線
“ -TXT” 凡例等の文字列

http://watchizu.gsi.go.jp/
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と、ある程度明確に指示されています。
 橋梁一般図や河川横断図等で、水位のラインや水位記号、地盤・岩盤記号、石・コンクリー

ト等を示す記号はどのレイヤに作図すればよいのでしょうか。
 港湾の基準（案）に準拠し、それぞれ“X-DCR-TIDE”“X-DCR-MARK”のレイヤとして

もよいでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）で定義されていないレイヤは、基準（案）を参考に受発注者協議によってレイ

ヤを決定してください。（H16.5.24）

CA-410 橋梁詳細設計には、図面種類に仮設図が無いため、施工要領図（WP）としていますが、この
レイヤには、柱状図のレイヤ（-BGD-BRG）がありません。仮設図に柱状図を入れる際、レイ
ヤ「-BGD-BRG」を追加してよいでしょうか。または、他の図面種類に分類されるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義されていないレイヤは、基準（案）を参考に受発注者協議にてレイヤを
決定してください。（H16.5.24）

CA-411 歩車道境界は、歩道STR9・交通安全施設 STRC・その他の構造物STRnのどれにすべ
きでしょうか。また、ガードレールは交通安全施設 STRC、乗入舗装は取付舗装と同じレ
イヤでよいのでしょうか。それと、補強土壁は何になるのでしょうか。詳しい区分けの資料
があれば、公開していただけないでしょうか。

　▶▶▶ 作図要素の nはレイヤ名を固定しているわけではありませんので、基準（案）により難い
場合には、受発注者協議により決定してください。（H16.5.24）

CA-412 P.134 『6-2-7 擁壁計画平面図（宅地開発設計）』、P.135 『6-2-8 擁壁展開図（宅地開発設
計）』、P.136 『6-2-9 擁壁構造図（宅地開発設計）』のレイヤ名とファイル名をどのようにす
ればよいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）では、ファイル名を規定していません。これらのファイル名に
ついては、受発注者協議により決定してください。（H16.5.24）

CA-413 ファイル名一覧で、道路本体設計では『SS: 標準横断図』ですが、シードトンネル設計で
は『SS: 標準断面図』で『CS: 標準横断図』となっています。（他の工種でもみられますが）
ファイル名だけでは工種まで表記されていないので統一されていないと図面種類の判断が
できないのではないでしょうか。

　▶▶▶ 工種ごとにファイル名を決めているため、このようなケースも考えられます。工種が異なれ
ば 1つの業務においてファイル名が同一になることはないと考えます。今後、図面種類に
ついては、利活用などを考慮して解りやすい名称などを検討します。（H16.5.24）

CA-414 [CA-366] と [CA-400] について、同じ内容の質問について異なる回答となっていますが、
どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 誤解を与える回答となっていたため、回答を修正いたしました。（[CA-400]H16.5.13 公開）
（H16.6.4）

CA-415 SXFレベル3について、「CAD製図基準に関する運用ガイドライン（案）」によると、
・ レベル3:レベル 4の仕様作成過程で必要とされる幾何部分の仕様
・ レベル 4:GIS・統合DB等との連携、自動数量拾いなど、CADと関連ソフト間

のデータ交換基盤を提供とされています。
 そこで、「幾何部分の仕様」についてどのようなものを想定されているのか教えてください。
　▶▶▶ SXFは CAD データ交換標準小委員会で仕様を策定しています。SXFレベル 3（4）につ
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いては現在開発中であり、詳しい内容は CAD データ交換標準開発のホームページ（http://
www.cals.jacic.or.jp/cad/）をご覧ください。（H16.6.4）

CA-416 平面図における地下埋設物のレイヤ命名は、BGD-EXSTとなると思いますが、埋設企業
別にR、E・・・の記号分けと色分けが定義されていたため、R、E・・・をレイヤに追加
する際にはBGD-EXSTR、BGD-EXSTE・・・としてもよいのでしょうか（4文字以下の
基準は適合しない）。それとも協議によるということでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H15.7]P.48 の解説にて記述の略称は、図面上に表す略称を示しています。埋
設企業別にレイヤを定める時は、受発注者で協議し、決定してください。（H16.6.4）

CA-417 「位置図」、「平面図」、「一般図」の場合、境界平面直角座標もしくは、境界座標経度・緯
度を記入するとなっていますが、具体的に境界とはどの部分を指すのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）に示す通り業務範囲の外側の境界または、図面の輪郭線の座標を記入してくだ
さい。詳細は基準（案）[H15.7]P.26 図 2-6 を参照してください。（H16.6.4）

CA-418 「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」 では主な横断構造物の作図要素が
*-BGD-CDSTとなっていますが、基準（案）では *-BGD-CRSTになっています。どちら
が正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 主な横断構造物の作図要素は「-BGD-CRST」となります。詳細は正誤表をご覧ください。
（H16.6.4）

CA-419 道路設計の構造物のファイル名は小構造物図・用排水系統図・用排水詳細図と表記されて
います。

 用排水詳細図のように詳細図には、寸法や 10m当りの数量を記入すると思います。集水
桝など排水関係でも図面には表は記載せず、報告書の数量に1箇所当りの数量を書いて
いました。今までどうりの図面だと、ファイル名は何にしたらよいのでしょうか。それとも、
図面にも数量を表記するようになるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）の用排水工詳細図で定義している -MTR（材料表）等を利用して作図してください。
（H16.6.4）

CA-420 例えば、「道路」-「小構造物図」のレイヤセットを使用して構造図を書く際に、一般図
から盛土・切土や用排水構造物などをコピーしてきた場合、それらが入っていたレイヤは
「D-STR-STR4」「D-STR-STR5」「D-STR-STRB」となっています。コピー先でもこれ
らの要素が入っていたレイヤ名をそのまま使用してよいでしょうか。

 それとも、あらためて連番に直す必要があるのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）で定義している図面種類のレイヤ構成に従い作図してください。他の図面種類

からレイヤを引用するときは、該当するレイヤ名称に変更してください。（H16.6.4）

CA-421 橋梁詳細設計でファイル名（図面種類WP）施工要領図は、基準（案）の付属資料2レイ
ヤ一覧（2-5 橋梁詳細設計）には掲載されていないのですが、どの区分で作成すればよい
でしょうか。

　▶▶▶ 施工要領図は、基準（案）[H15.7]P.90 の 4-5-5 構造図（1）上部工構造図を参照してくだ
さい。ファイル名はWPとなりますが、レイヤは、基準（案）[H15.7]P.194 の付属資料 2（3）
1）上部構造一般図のレイヤ表を使用してください。（H16.9.15）

http://www.cals.jacic.or.jp/cad/
http://www.cals.jacic.or.jp/cad/
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CA-423 図面作成例上部工中間対傾構図の配置図の主桁記号（G-1,G-2）は STR-TXTで作成し
てあるのに対して、支点記号（S-1,P-1）は STR-HTXTで作成してあります。同じ意味を
持つ要素でも、引き出す線がついているかどうかで、作成するレイヤ名を変更するのでしょ
うか。下部工橋台一般図のEL表示でも同じ表現がされています。

　▶▶▶ ご指摘の内容については、基準（案）にて規定しておりません。レイヤ区分については、
受発注者で協議し、決定してください。

 （図面作成例は、あくまで参考として掲載しておりますので、基準（案）に規定していない
ものは、本図面に従う必要はありません。）（H16.6.4）

CA-424 下部工橋台配筋図のレイヤについて、
 題目「A1橋台配筋図（その5） S=1:50」はD-TTL-TXT
 加工図の（R11）1-D19x4200 等のレイヤはD-STR-TXT

 として図面を作成していました。
 しかし、作図例では、前者はD-STR-TXT、後者はD-BGD-HTXTとなっており、修正

するべきなのでしょうか。
 特に題目は下部工橋台一般図などでは D-TTL-TXT にあり「どちらでもよい」と考えても

よいでしょうか。また後者は、オブジェクトが STR だと考えますが、どの様な理由から
BGDを採用しているのかを教えてください。

　▶▶▶ ご指摘の内容については、基準（案）にて規定しておりません。レイヤ区分については、
受発注者で協議し、決定してください。

 （図面作成例は、あくまで参考として掲載しておりますので、基準（案）に規定していない
ものは、本図面に従う必要はありません。）（H16.6.4）

CA-425 道路設計において道路の中心線と道路幅員を結ぶ線や、道路の中心線とある測点を結ぶ
線などの中心線の横断方向に描く基準線はどのレイヤに作図すればよいでしょうか。また、
同様の線は河川設計ではどのレイヤに作図すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 図面オブジェクトは基準線（BMK）を使用しますが、作図するレイヤについては道路中心
線以外の基準線を同一レイヤに分類するか、新規レイヤを設定して区別するかを受発注者
で協議し、決定してください。（H16.6.4）

CA-426 SXFの既定義線種である跳び破線や点線、一点長鎖線や一点短鎖線なども広義の破線ま
たは一点鎖線として使用してもよいでしょうか。また、ユーザー定義線種で作成した任意ピッ
チの破線や一点鎖線は利用可能でしょうか。

　▶▶▶ 原則として実線、破線、一点鎖線、二点鎖線の 4 種類を利用してください。ただし、作
図上の問題で規定の 4 種類以外が必要な時は受発注者で協議し、利用可能としています。

（[CA-206] 参照） （H16.6.4）

CA-427 図面作成例「D0PL001Z.P21」について、枠外に記入される座標値ですが、[CA-280] に
は座標値の線は「D-BGD」に、座標値は「D-BGD-TXT」を追加して入れることになって
います。

　▶▶▶ ご指摘の通り、座標値の線を「D-BGD」に、座標値を「D-BGD-TXT」に修正します。（H16.6.4）

CA-428 図面作成例「D0PL001Z.P21」について、[CA-74] には、『レイヤ単位での活用を考えて
いるため1レイヤで複数表現できるものにおいても、基準（案）に準拠してレイヤごとに作
図してください』との記載があります。当平面図の「D-STR-STR4」レイヤの盛土法面を
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見るとレイヤごとに図形を作図していないようですが、この方法に準拠してよいでしょうか。（1
本の線で複数表現できる場合にはどれか1本の線だけ作図すればよい）

　▶▶▶ 1レイヤで複数表現できるものにおいても、基準（案）に準拠してレイヤごとに作図してく
ださい。基準（案）により難い場合は、受発注者で協議し、決定してください。（[CA-74]
参照）（H16.6.4）

CA-429 図面作成例「D0LS004Z.P21」について、詳細図にて、基礎砕石の外形線・寸法・引出線が
「BGD-」レイヤに区分されていますが、これはどういう意味合いがあるのでしょうか。数量表に
も計上されているように、当該構造物と思われますが、「現況」とみなすのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の内容については、基準（案）にて規定しておりません。レイヤ区分については、
受発注者で協議し、決定してください。

 （図面作成例は、あくまで参考として掲載しておりますので、基準（案）に規定していない
ものは、本図面に従う必要はありません。）（H16.6.4）

CA-430 図面作成例「D0LS004Z.P21」について、主構造物に接続する構造物（桝に接続する水
路や縁石前背面の舗装・地盤等）は、別レイヤに分類すべきではないでしょうか。（当該図
面での主構造物には当たらない）

　▶▶▶ ご指摘の内容については、基準（案）にて規定しておりません。レイヤ区分については、
受発注者で協議し、決定してください。

 （図面作成例は、あくまで参考として掲載しておりますので、基準（案）に規定していない
ものは、本図面に従う必要はありません。）（H16.6.4）

CA-431 図面作成例「D0LS004Z.P21」について、構造物の切断線は別途レイヤ区分する必要は
ないのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の内容については、基準（案）にて規定しておりません。レイヤ区分については、
受発注者で協議し、決定してください。

 （図面作成例は、あくまで参考として掲載しておりますので、基準（案）に規定していない
ものは、本図面に従う必要はありません。）（H16.6.4）

CA-432 図面作成例「D1GV001.P21」について、設計条件の表が「D-TTL-FRAM～TXT」に入っ
ていますが、「D-MTR」レイヤの方がよいのではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の内容については、基準（案）にて規定しておりません。レイヤ区分については、
受発注者で協議し、決定してください。

 （図面作成例は、あくまで参考として掲載しておりますので、基準（案）に規定していない
ものは、本図面に従う必要はありません。）（H16.6.4）

CA-433 図面作成例「D1RA004Z.P21」について、図面中の位置図は「D-BGD」レイヤに入って
おりますが、[CA-228] に『位置図は新規レイヤとして追加』とあります。「D-BGD」レイ
ヤでよいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、位置図の旗揚げのレイヤを「D-BMK-HTXT」に修正します。（H16.6.4）

CA-434 基準（案）[H15.7] の P97「5-2-2 平面図（河川設計共通）」の備考（6）構造物の中心線
等は粁標で明示する。とは、どのようなことを指しているのでしょうか。粁標とは1km毎
に設置される距離標ではないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準で記載している粁標は、土木製図基準で記載している粁杭（200m～1000mごとに
設置）のように、200m～1000mごとに設置される距離標のことを指します。（H16.6.4）
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CA-435 宅地開発設計において、L型擁壁を作図（擁壁構造図）しましたがファイル名とレイヤの
定義は、何に従えばよいでしょうか。

　▶▶▶ ファイル名は、VS（構造図 View of Super Structure）を使用し、レイヤは、基準（案）
[H15.7]P225レイヤ名一覧（5）構造図を参照してください。（H16.6.4）

CA-436 付属資料1のP145にて、1-6トンネル詳細設計（山岳トンネル設計）および1-7トンネル
詳細設計（シールドトンネル設計）の排水系統図のファイル名（図面種類）が「DP」となっ
ていますが、道路設計 -地下駐車場設計の「細部詳細図（Detailed Plan）」もファイル名
の図面種類が「DP」となっています。同じ名称で問題は発生しないのでしょうか。

　▶▶▶ 図面データ作成において、ファイル名が重複するような場合は、問題となりますが、トンネ
ル詳細設計の排水系統図と地下駐車場設計の細部詳細図については、そのようなケース
はないと考えます。今後、ファイル名が重複するようなケースが想定される場合については、
今後の課題として検討いたします。（H16.6.4）

CA-437 【電通編】
 付属資料1レイヤ名組み合わせ一覧で、基準（案）P98 1.（5）OBJnよりも個別レイヤを

優先するとありますが、-ECDT-BOXn 等は線種が実線となっています。
 撤去するプルボックス等を破線で記入したい場合は -ECDT-BOX1等に破線を使用するの

か、-ECDT-OBJ1等に個別レイヤよりも優先して作図するのかどちらでよいのでしょうか。
MHHやCLSについても同様です。

　▶▶▶ 基準（案）のレイヤ名組み合わせ一覧に示す通り、原則として工事対象物はレイヤ 3 に規
定されているレイヤ（OBJn、STRn、BOXn 等）の個別レイヤを優先して作図してください。
一般的には撤去するプルボックスは、工事により異なりますが、「-ECDT-BOX1」等に破
線を使用して作図してください。 ただし、基準（案）のレイヤ名組み合わせ一覧に示す線種、
線色はあくまでも参考ですので、利用しやすいよう受発注者で協議し、決定してください。

（H16.7.2）

CA-438 紙媒体で図面を納品する場合は、変換前と後では若干の相違が生じるため、測量専用ソフ
トからの出力ではなく、SXFブラウザ等から出力した表示図面の方がよいのでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、電子媒体で納品される成果品を紙媒体で改めて提出する必要性はありません。
ただし発注者から求められた場合、その作成方法は紙媒体図面の利用目的次第と考えら
れますので、受発注者で協議し、決定してください。（H16.6.4）

CA-439 [SU-139] の回答において「用地実測図原図」及び「用地平面図」のポリエステルシート
による納品については発注者の指示によるとありますが、両方の作成提出は二重成果とな
り請負業者にも負担が掛かりますが、費用はどうするのでしょうか。

 また、受注者側のCAD成果紙出力の対応が完備されていないなどの理由によりポリエス
テルシートによる納品も可能としているが、基本的にはCAD成果のみの納品とするのでしょ
うか。

　▶▶▶ 「用地実測図」及び「用地平面図」を電子データで作成している場合は、電子納品と併せ
てポリエステルシートによる納品を行ってください。データファイルの形式は受発注者間の
協議によりますが、最も作業負担の少ない方法を採用していただいて結構です。なお、測
量ソフト等を用いずにアナログ手法（手書き）により図面を作成する場合は、アナログ図
面を改めて電子化する必要はありません。それぞれポリエステルシートによる成果を直接
納品してください。（H16.6.4）
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CA-440 函渠一般図のレイヤは、どのようにしたらよいでしょうか。図面種別は道路となりますが、
一般図のレイヤ名一覧に表記がありません。図面の中には平面図、縦断図、標準断面図
が入っています。縦断図には帯も付いています。

　▶▶▶ 基準（案）で定義されていないレイヤは、基準（案）を参考に受発注者で協議し、レイヤ
を決定してください。ご質問の函渠一般図は、管路の平面図や橋梁の一般図等を利用し
て必要なレイヤを追加して対応してください。（H16.6.16）

CA-441 河川構造物設計（河川設計）で、標準図のレイヤ設定はどうなっているのでしょうか。他の
設計の標準図のレイヤと同じなのでしょうか。

　▶▶▶ 河川構造物設計の標準図のレイヤは、P203 の海岸構造物設計の標準断面図のレイヤを利
用してください。（H16.6.16）

CA-442 基準（案）[H15.7]で、ファイル名一覧の1-9 橋梁詳細設計に「主げた図（構造図）」、「横
げた図（構造図）」、「床板図（構造図）」、 「高欄防護柵図（構造図）」とありますが、それぞ
れの図面において図面内容が構造図より配筋図に近い内容となっている場合、図面のレイ
ヤ名は配筋図を使用し、作成した図面のファイル名はファイル名一覧にあるMG「主げた図
（構造図）」、CB「横げた図（構造図）」、SL「床板図（構造図）」、HR「高欄防護柵図（構造図）」
としてもよいでしょうか。

　▶▶▶ 基本的には、基準（案）のファイル名、レイヤ名を使用してください。基準（案）により難
い場合は、受発注者で協議し、配筋図のファイル名称・レイヤ構成を準用するなどして作
図してください。（H16.6.16）

CA-443 基準（案）[H15.7]で、レイヤ名一覧の2-5橋梁詳細設計には （4）構造図のレイヤ名として「上
部工構造図」、「下部工構造図」はありますが、ファイル名一覧の1-9 橋梁詳細設計には「上
部工構造図」、「下部工構造図」に該当する図面名及びファイル名がありません。そのため
「上部工構造図」、「下部工構造図」のファイル名の図面種類はGS「構造一般図（上部工）」、 
GA「橋台構造一般図」、GP「橋脚構造一般図」、GF「基礎構造一般図」としてもよいの
でしょうか。それとも「上部工構造図」、「橋台構造図」、「橋脚構造図」、「基礎構造図」のファ
イル名（図面種類）を受発注者協議によりファイル名の原則に基づき新規に追加すべきでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）P90、P91の「上部工工構造図」、「下部工構造図」の記載事項（1）とP146「付
属資料1ファイル名一覧」（MG ～WP、RA～RF）を参照してください。レイヤ分類は、「上
部工工構造図」、「下部工構造図」を使用してください。（H16.6.16）

CA-444 標準規格断面排水樋門設備（構造一般図、扉対・戸当り等のゲート金物一式）の図面を
基準（案）に準拠して修正する場合、適用する基準は基準（案）の河川構造設計編とすべ
きでしょうか、基準（案）機械設備工事編とすべきでしょうか。

 発注図としては 基準（案）を適用すべきかと思いますが、金物図面作図のためのレイヤ対
応や発注以降のライフサイクルを考慮すると、基準（案）機械設備工事編を適用した方が
都合がよいとも考えます。

　▶▶▶ 位置図や平面図などは基準（案）を使用しますが、記載のない図面については、受発注
者で協議し、機械設備工事編を準用するなどしてください。（H16.6.16）
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CA-445 基準（案）P24にある「*3」及び「*4」にて、「位置図・平面図・一般図」は、場所情報、
基準点情報が必須記入となっていますが、以下の図面は、場所情報、基準点情報を必須
で記入しなければならないのでしょうか。

 ■位置図
1-7トンネル詳細設計（シールドトンネル設計） LS 立坑一般図

 ■平面図
1-1 道路本体設計 IP 交差点平面図
1-2 地下構造物設計（地下横断歩道等設計） TL 仮設全体平面図
1-3 地下構造物設計（共同溝設計） PR 埋設平面図 TL 仮設全体平面図
1-4 地下埋設物設計（電線共同溝詳細設計） PR 埋設物件平面図
1-6 トンネル詳細設計（山岳トンネル設計） GP 地質平面図
1-13ダム本体構造設計 DP 堤体平面図

 ■一般図
1-5 地下駐車場設計 GS 構造一般図
1-6 トンネル詳細設計（山岳トンネル設計） VP 坑門工一般図
1-7 トンネル詳細設計（シールドトンネル設計） GS セグメント構造一般図 VS 立坑

全体一般図 SH 立坑構造一般図 GT 立坑仮説構造物一般図
1-9 橋梁詳細設計 GS 構造一般図（上部工） GA 橋台構造一般図 GP 橋脚構造一

般図 GF 基礎構造一般図
1-10 河川構造物設計 GS 構造一般図
1-12 砂防構造物設計 GF 基礎工一般図

　▶▶▶ 「位置図・平面図・一般図」で、場所情報、基準点情報が必須記入となるのは、位置図（LC）、
平面図（PL）、一般図（GV）となります。その他の図面においては、必須記入項目ではあ
りませんが、記入可能な図面について入力を妨げるものではありません。（H16.6.16）

CA-446 【機械編】
 2-10レイヤ名では“1-4-4”の文字列と規定されていますが、付属資料 -2レイヤ名一覧の

水門設備の作図要素の中に5文字の部分が定義されていますが、他の部分と同様に 4文
字にすべきではないでしょうか。

 また、-PHA2、-DIM2 等のように“2”と固定されていますが何か特別の意味があるのでしょ
うか。他と同様に“-XXXn”の形でよいのではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、レイヤ名を4文字に統一します。詳細は正誤表をご覧ください。
 レイヤ名は、作図時の運用を考慮して、原則として線の太さを表しています。

-***0: 極太線
-***1: 太線
-***2: 細線
-***n: 任意

 （H16.6.16）

CA-447 【機械編】
 付 2-1 2レイヤ名一覧 2-1水門設備において、本表では設備区分事に線種によってレイヤ

が分かれるのが基本となっていますが、HIDD（隠れ線）のみが設備区分で分かれていませ
ん。「-HIDn」と設備区分によって分けるべきではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、設備区分によってレイヤを分けることができるよう修正いたします。詳細
は正誤表をご覧ください。（H16.6.16）
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CA-448 測量成果の図面類およびXML等の記述は、CAD製図基準（案）に従うのか、測量成果電
子納品要領（案）に従うのか、教えてください。CAD製図基準（案）では、納品するSXF
データとそれにリンクするラスタデータを同一名にするようになっています（参照 :[CA-142]、
[CA-209]）が、測量成果電子納品要領（案）では、異拡張子であっても同一名を許さない
ことになっているように思われます（参照 :[SU-114]）。また、測量成果電子納品要領（案）
に従うとした場合、測量類以外の図面はCAD製図基準（案）に従うことになるかと思います
が、1つの納品成果の中に2つの形式を並立させることになるのでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、[SURVEY]フォルダ下に格納する成果品の仕様は「測量成果電子納品要領
（案）」に準拠してください。ただし、SXFファイルとそれにリンクするTIFFファイルのファ
イル名については、CAD 製図基準（案）に従いファイル名を同一とし拡張子により識別（P21
及び TIF）する方法で命名してください。[ 参考 :SU-144]（H16.6.16）

CA-449 [CA-192] について、土木製図基準 [平成 15 年小改訂版 ]で ISO規格に基づき、鉄筋曲
げ加工の寸法表示を「中心寸法」から「外形寸法」とするような通達文書が国土交通省か
ら出されており、発注者からこの通達に沿い作図するよう指示をされました。

 [CA-192] の回答にある、基準（案）により作図を行う場合は、従来通り中心寸法との事
ですが、上記の場合、鉄筋加工図の作図表現方法はどうすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 鉄筋曲げ加工の寸法表示に関する作図にて外形寸法を使用する際は、CADソフトの対応
等の状況を考慮し、受発注者で協議のうえ決定してください。

 また、受発注者協議により、「外形寸法」表示を指示された場合は、「外形寸法」で作図
することとなります。作図については、土木製図基準や土木製図通則を参考としてください。

（H16.7.2）

CA-450 CAD図面で使用できる文字を教えてください。
　▶▶▶ CAD データ中に使用できる文字は、基準（案）、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライ

ン（案）」に示すJIS Z 8313:1998「製図に用いる文字」を参考にしてください。（H17.2.18）

CA-451 土木製図基準には、使用文字の規則は無いと思いましたが、通常使用しているベクターフォ
ントなどを使用してはいけないのでしょうか。使用してはいけないとしたときに、紙媒体・
電子媒体の両方に有効な使用文字を教えてください。

　▶▶▶ CAD データ中に使用できる文字は、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）」で
解説していますので、ご参考ください。（H17.2.18）

CA-452 完成図面中に、数量表のみ・材料表のみの図面があります。図面ファイル名は、何にすれ
ばよいでしょうか。また、その場合に、図面管理項目の図面尺度は、どのように記入する
のでしょうか。

　▶▶▶ 工種により図面種類は異なりますが、基準（案）に定義されていない図面ファイル名につ
いては、受発注者協議にて基準（案）のファイル名の原則に従い決定してください。

 （例）基準（案）（地下駐車場設計 : 防水工図の材料表・数量表のみ別図面とする場合。
設計段階（D）、防水工図の図面番号15とした場合。）

D0WP0150.P21（防水工図）
D0WP0160.P21（防水工図の材料表・数量表）

 図面尺度については、（対象構造物の縮尺を準用して入力してください。）
 ただし、数量表や材料表のみ等の縮尺をもたない図面には図面管理項目に「NASHI」と

記入してください。（H17.2.18）
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CA-453 【電通編】
 [CA-309] と [CA-437]で同様の内容の質問に異なった回答があります。どちらが正しい

のでしょうか。
　▶▶▶ 誤解を与える回答となっていたため、[CA-437] および [CA-309] の回答を修正しました。

（H16.7.27）

CA-454 平面図における地下埋設物の色分けについて、レイヤを「BGD-EXST」とするとレイヤの
指定色が白で定められているため、各埋設物の区別がつかなくなると思います。地下埋設
物とそれに伴う凡例を、線に色を持たせたまま、「OTRS」レイヤに設定してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している線種や線色は、参考としており、1レイヤ1 線色が困難な場合は、
受発注者協議にて 1レイヤに複数色を利用することができます。

 よって平面図における地下埋設物を1レイヤに作図するときは「BGD-EXST」レイヤとして
複数色利用することができます。また地下埋設物を個別レイヤに作図するときは、レイヤ名
や線色を受発注者協議にて決定して利用してください。（H16.7.2）

CA-455 橋梁配筋図の [位置図（KeyPlan）] のレイヤ名は、以下の通りでよいのでしょうか。
構造線、中心線 :-STR
カットマーク等 :-DCR
旗揚げ           :-BMK-HTXT

　▶▶▶ 橋梁配筋図の位置図（KeyPlan）は、基準（案）P196 のレイヤ一覧に基づき分類しますが、
使用するレイヤについては、図枠として凡例図枠（-TTL-FRAM）に分類するか、説明と
して（-DCR）を追加するなど受発注者協議の上、決定してください。（H16.7.2）

CA-456 国土交通省で公開している電子納品チェックシステムの必要性を教えてください。
　▶▶▶ CAD 運用ガイドライン（案）で示す通り、成果品作成時には、SXF ブラウザによる目視

確認、保管管理システムチェックシステム、ウィルス対策ソフトによるデータチェックを実施
してください。（H16.7.2）

CA-457 発注者との協議になった場合に、特に図面関係で発注図面が基準（案）に合ってない図面や、
紙で渡された場合に協議しても『電子納品の工事と言うことで、施工業者で直してください』
と指示される場合が多数あります。

 「発注者との協議」という記述について、基準（案）の中で、設計図面を納品した年の基準
（案）を使用するとか、発注者側で図面を発注された年の基準（案）に直すなどと訂正して
いただけないでしょうか。

　▶▶▶ 「発注者との協議」に関しては、現在公開中の 現場における電子納品に関する事前協議
ガイドライン（案）[土木工事編 ]P8: 図面ファイルの取扱いや「電子納品運用ガイドライン（案）」
P9: 発注図書の準備に記述を参考としてください。（H16.7.2）

CA-459 基準（案）[H15.7] の P146 にファイル名一覧として1-9 橋梁詳細設計がありますが、そ
の中で図面種類 RAの図面名は橋台配筋図（構造図）、図面種類 RPの図面名は橋脚配
筋図（構造図）、図面種類 RFの図面名は基礎配筋図（構造図）となっています。

 図面名に（ ）書きをしているということは、橋台配筋図と橋台構造図の図面種類はRA、
橋脚配筋図と橋脚構造図の図面種類はRP、基礎配筋図と基礎構造図の図面種類はRF
とそれぞれ配筋図と構造図での図面種類が同じとなることを指しているのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H15.7] の橋梁設計では、「位置図・一般図」、「線形図」、「上部工構造一般図」、「下
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部工構造一般図」、「上部工構造図」、「下部工構造図」、「配筋図」のレイヤ定義をしてい
ます。このレイヤ定義に該当する図面種類は以下の通りで、それぞれ配筋図と構造図での
図面種類が同じとなります。

位置図・一般図 :LC、GV
線形図 :AL
上部工構造一般図 :GS
下部工構造一般図 :GA、GP、GF
上部工構造図 :MG、CB、SW、LT、MM、FB、SL、BR、EJ、DR、HR、

NB、IN、CM、ST、WP
下部工構造図 :RA、RP、RF
配筋図 :RA、RP、RF

 なお、基準（案）[H16.6] では付属資料1、2 にファイルの図面種類とレイヤ構成の関係を
示しています。（H16.7.13）

CA-460 図面作成例「D0LS004Z.P21」について、基準（案）P.20「ファイル種別と図面オブジェ
クトの組合せ」の表で「必ず描画（○印）」になっている「BYP」のレイヤがありません。

 表中の「○・△・－」は、あくまで参考として考えてよいでしょうか。それとも、「○印」の
レイヤは、必ず描画しないといけないのでしょうか。「○印」のレイヤを描画しない場合は、
受発注者間で協議しないといけないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準〈案）で示す「ファイル種類と図面オブジェクトの組み合わせ一覧表」は、レイヤの
基本的な考え方を示すものであり、作図の段階で該当するレイヤが存在しないときは作図
しなくてもよいこととしています。（H16.7.13）

CA-461 用排水系統図では、平面図を用いて、桝の高さ等系統図に必要な旗上げを追加して作成し
ていましたが、用排水系統図のレイヤの分類が構造物等と同じくらいの種別しか分けられ
ていないので平面図の内容をそのまま使うことができません。

 レイヤは平面図と同じ区分のほうが使いやすいのですが、それが不可能であれば用排水系
統図の定義や図面の作成例を示していただけないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で示す通り、用排水系統図のレイヤ構成を利用して作図してください。平面図
のレイヤを利用して用排水系統図を作図する時は、平面図で作図した詳細なレイヤ（例 :
－STR-STRB 構造物B 等）を用排水系統図に対応したレイヤ（例 :-STR 主構造物外形線）
として利用してください。（H16.7.13）

CA-462 河川維持における堤防除草工の場合、位置図と除草面積の展開図を作成します。基準（案）
には堤防除草工についての記述がありません。電子納品を行う場合、位置図と展開図の作
成はどのように行えばよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）に定義されていない工種については、基準（案）を参考に受発注者で協議し、
各種の取り扱いを決定してください。（[CA-155] 参照）（H16.7.13）

CA-463 レイヤ名について、図枠、表題欄を例に取ると「D-TTL-TXTn」となっており、複数の場
合は n=1,2,3・・・と記載されています。通常は 4文字なので1～ 9,A～Zを記入するこ
とになりますが、単数の場合は、「D-TTL-TXT」としても構わないのでしょうか。

　▶▶▶ レイヤの作図要素に使用するn（例 :D-TTL-TXTn）は、複数レイヤが存在する時に利
用するものであるため、レイヤが単数の時であっても作図要素の nを付与してください。

（H16.9.15）
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CA-464 P21ファイルに関して、SXFブラウザを立ち上げて、ファイル名指定では閲覧可能なので
すが、ファイル名をダブルクリックすると「ドキュメント読込みに失敗しました。」とエラー
文が表示されて、ファイルを見ることができません。

　▶▶▶ SXF ブラウザに対する質問は、CAD 交換標準 Q&Aで対応していますので、http://
www.cals.jacic.or.jp/cad/をご覧ください。（H16.7.13）

CA-465 【電通編】
 場所情報、基準点情報の平面直角座標系番号は、土木分野のように「01」～「19」と記入す

ればいいのでしょうか。それとも測量のように「1」～「19」のように記入するのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）の付属資料の図面管理ファイルのXML 記入例 で示す通り、図面管理項目の

平面直角座標系番号は、土木分野と同様に「01」～「19」と記入してください。（H17.2.18）

CA-466 ファイル名と対応するレイヤ名の相関関係で混乱することがあります。チェックシステムで処
理している相関関係（スキーマ）を公開していただけないでしょうか。

 （例）橋梁詳細設計における製作キャンバー図、応力図等はどのレイヤ構成を用いるべき
なのか。また、構造一般図と構造図の区分はどのように分けているか。

　▶▶▶ チェックシステムで利用している相関関係（スキーマ）を公開しました（http://www.nilim-
ed.jp/calsec/data/relation.pdf）のでご確認ください。（H16.7.13）

CA-467 基準（案）[H16.6]P17では、「検査や施工図等で、A1で紙出力する際には、表題欄や引
出し線に使用する文字は、5、7mmを、図面内に使用するタイトルなどは14、20mmと
するなど、A4 など縮小版で紙出力した場合でも読みやすいサイズを使用するよう留意す
る。」とありますが、A1で引出し線や寸法などの一般的な文字を5、7mmタイトルを14、
20mmで書くと大きすぎて、適切に表示できません。図面作成例（イメージ）もタイトルが
7mmで、引出し線や寸法などの一般的な文字を2.5、3.5mmで書かれています。2.5、3.5、
5、7、10、14、20mmから使用すると判断してよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、フォントサイズを2.5、3.5、5、7、10、14、20mm から選択することと
しています。【解説】の（1）フォントサイズでは、A1で紙出力することを想定していますので、
5 ～ 20mmは決して大きすぎるサイズではないと考えます。紙出力を想定する場合は、 使
用可能な文字サイズから、適切なものを選んで作図してください。（H16.7.27）

CA-468 図面作成例の樋門・樋管、12樋管一般図【2種】説明図D3GV002Zは、基準（案）[H16.6]P77
の分類で一般平面図に分類されるなら、PLでないのでしょうか。

　▶▶▶ ご質問の12 樋管一般図【2 種】説明図 D3GV002Z の図面種類は、一般平面図（PL）で
はなく、要領（案）[H15.7]P147の1-10 河川構造物設計のファイル一覧で示す通り、一般
図（GV）としています。（H16.7.27）

CA-469 基準（案）[H16.6] 付 1-5「1-10 河川構造物設計」のファイル名一覧において、本体工一
般図と一般図ともにGVですが、付 2-38 のレイヤ名一覧には「（9）本体工一般図および
一般図 :GV,GS」とあります。また、[H15.7] 版の本体工一般図はGSでしたので、本体
工一般図はGSではないでしょうか。そうであれば、付 1-5「1-11海岸構造物設計」の本
体工一般図もGVでなくGSになるのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）[H16.6] 付 1-5 の「1-10 河川構造物設計」の本体工一般図は
GS、同様に付1-5「1-11海岸構造物設計」の本体工一般図もGSとなります。詳細は正誤
表をご覧ください。（H16.7.27）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/tecris.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/data/relation.pdf
http://www.nilim-ed.jp/calsec/data/relation.pdf
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CA-470 基準（案）[H16.6] 付 1-5「1-10 河川構造物設計」のファイル名一覧において、一般図の
付属資料は 2-1（1）ですが、付 2-38「（9）本体工一般図および一般図」が正しいのでは
ないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）[H16.6] 付 1-5 の1-10 河川構造物設計のファイル名一覧におい
て、一般図の付属資料を付 2-38（9）に修正いたします。詳細は正誤表をご覧ください。

（H16.7.27）

CA-471 平成 16 年 7月2日の更新情報として、「『CADファイル 工種 - 図面種類 （ファイル名）-
レイヤ名の関連表』を掲載しました。」とありますが、掲載場所を教えてください。

　▶▶▶ チェックシステムで利用している『CADファイル 工種 - 図面種類 （ファイル名）-レイヤ名
の関連表』（http://www.nilim-ed.jp/calsec/data/relation.pdf）は、ダウンロードのチェッ
クシステムのページに掲載しています。（H16.7.27）

CA-472 【電通編】
 撤去プルボックスやハンドホールのレイヤはOBJnに基準（案）通りに破線（任意）で作

図するのか、BOXn・MHHnに基準（案）に準拠せずに破線（基準（案）では実線）で作
図するのか教えてください。

　▶▶▶ [CA-437]に示すとおり、撤去するプルボックスは、工事により異なりますが、「-ECDT-BOX1」
等に破線を使用して作図してください。 基準（案）のレイヤ名組み合わせ一覧に示す線種、
線色はあくまでも参考ですので、利用しやすいよう受発注者で協議し、決定してください。

 また、上記の回答に合わせて、[CA-453]および[CA-309]の回答を修正しました。（H16.7.27）

CA-473 基準（案）において、3章（P.27）以降と付属資料で、各工種別に図面の尺度やレイヤな
どが規定されています。この規定の中で、[H16.6] の改訂により、工種ごとの図面種類が
削減されていますが、削減された図面種類はどのように扱えばよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] で対象とする図面種類は、3 編の対象図面の分類や付属資料1ファイ
ル名一覧で明確に定義していますのでご活用ください。削除された図面種類は、他の図
面種類で包含されているか、基準（案）対象外としていますので受発注者協議で決定して
ください。（H16.7.27）

CA-474 CAD図面において使用可能な文字は以下のものと考えてよいでしょうか。
 [ 使用可能 ]
 全角ひらがな、全角カタカナ、全角数字、全角アルファベット文字、全角ギリシャ文字、

全角ロシア文字、JIS第一・二水準の漢字、JIS第三・四水準の漢字（JIS X 0208 規格外）、
半角カタカナ、半角数字、半角アルファベット文字、半角記号（&@ 等）、JIS X 0208で
規定された全角記号（≦√等）

 [ 使用不可能 ]
 機種依存文字（1IVm2等）、利用者が独自に作成した外字
　▶▶▶ 基準（案）[H16.6]P.17、および CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）P16 にて

使用可能文字の規定をしていますので、これらを原則として利用してください。
 禁則文字の定義は以下の通りです。

・ CAD データ中の縦書き文字
・ 特定機種固有の文字
・ 半角カタカナ
・ 丸付き数字、ローマ数字、単位記号

http://www.nilim-ed.jp/calsec/data/relation.pdf 2
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・ 2 バイト半角文字、罫線  等
・ 外字

 （H16.7.27）

CA-475 図面管理項目の「緯度経度」、「平面直角座標」がDTD定義だと複数記入可能になってい
ますが、図面管理項目の表では、複数記入可能になっていません。電気通信設備編も同様
です。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）の図面管理項目の「緯度経度」、「平面直角座標」に※（複数入力可）
を追記いたします。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.7.27）

CA-476 「緯度経度」、「平面直角座標」の必要度 *4） と記載されていますが、正しくは *3） の間違
いではないでしょうか。電気通信設備編も同様です。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準点情報の「緯度経度」、「平面直角座標」の必要度に示す参考を *3）
に修正いたします。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.7.27）

CA-477 図面管理ファイルのDTDファイルに、図面情報の「対象工種 -数値」が宣言されていません。
DTDの 28 行目に以下の記述が必要ではないでしょうか。

 <!ELEMENT 対象工種 - 数値 （#PCDATA）>
　▶▶▶ DTD は、XML1.0 の規約に準じて作成しています。DTD のなかで同一要素の複数宣言

はできません。ご指摘の「対象工種 - 数値」の要素宣言は、1回宣言していますので、残
りは出現回数のみ定義しています。詳しくは、「JIS X 4159:2002 拡張可能なマーク付け
言語（XML）」または、これに関連した書籍をご覧ください。（H16.7.27）

CA-478 【機械編】
 付 1-1「1-1水門設備」のファイル名一覧において、水密詳細図と構造詳細図ともに図面種

類がSDですが、両方とも納品する場合、ファイル名は整理番号で区別するのでしょうか。
　▶▶▶ 図面種類に誤りがありましたので、水密詳細図の図面種類をSE に修正します。詳細は正

誤表をご覧ください。（H16.7.27）

CA-479 【機械編】
 付 1-1「1-1水門設備」のファイル名一覧において、位置図 LC、平面図 PLがあるのに対し、

付 2-3「2-1水門設備」のレイヤ名一覧には、これらのレイヤ名一覧がありません。これら
のレイヤは、CAD製図基準（案）[H16.6] の付 2-35「2-6 河川構造物設計」「（1）位置
図および平面図 :LC,PL」を利用すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 水門設備の位置図、平面図についても付 2-1の 2レイヤ名一覧 2-1 水門設備で示すレイヤ
構成を利用してください。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.7.27）

CA-480 【機械編】
 付 2-3「2-1水門設備」の「（2）電気関連図」のレイヤ名一覧において、-HCHがありますが、

これは他のレイヤ名一覧にはありません。不要なレイヤでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘のとおり、該当するレイヤを規定していないため、-HCHを削除いたします。詳細

は正誤表をご覧ください。
 なお、レイヤ名の作図要素の付番については、[CA-446] をご参照ください。（H16.7.27）
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CA-481 【電通編】
 基準（案）電気通信設備編 [H16.6]では、図面管理項目の「追加図面種類」が管理情報

から削除されていますが、「追加工種」が存在するのに「追加図面種類」だけが削除され
た理由はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）電通編においては、ファイル名称は EA～EFの分類に必ず含まれるため図面
管理項目の追加図面種類は削除しています。（H16.7.27）

CA-482 【電通編】
 要領（案）[H16.6]P20 の表 1.2 図面管理項目（1/2）の第13 項目対象工種（数値）の必

要度が◎（必須記入）となっていますが、追加工種の追加対象工種（基準（案）で定義して
いない工種の追加）の項目と同様に○（条件付き必須記入）となるべきではないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）の図面管理項目で定義している図面情報の対象工種は、追加図面がない場合
にも必須記入としてください。本項目は、複数工種が発生した場合に図面がどの工種に属
するかを判断するための項目です。よって、通常の1 工種だけの業務や工事であれば、共
通情報の対象工種と同様の数値を記入してください。（H16.7.27）

CA-483 【電通編】
 要領（案）[H16.6] 付属資料付 1-6 の 1-12 機械・配管系統（MEC）の表中のレイヤが

-EMCとなっています。
　▶▶▶ ご指摘の通り、付 1-6 の機械・配管系統（MEC）の 2 階層目は、-MECとなります。詳

細は正誤表をご覧ください。（H16.7.27）

CA-484 【電通編】
 基準（案）[H16.6]P18 の図 1-3「工事完成図書のフォルダ構成図」に [FACILITY]フォ

ルダがありません。
　▶▶▶ ご指摘の通り、「工事完成図書のフォルダ構成図」に FACILITY（設備図書フォルダ）を

追記いたします。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.7.27）

CA-485 D0PLnnnZ.P21の nnn の表記について、以下の図面構成の場合、ファイルの命名はどの
ようにすればよいでしょうか。

 平面図、縦断図 01、縦断図 02、横断図 01、横断図 02
 （1）図面種類単位で付番

D0PL001.P21
D0PF001.P21
D0PF002.P21
D0CS001.P21
D0CS002.P21

 （2）全て図面に対して一括で付番
D0PL001.P21
D0PF002.P21
D0PF003.P21
D0CS004.P21
D0CS005.P21

　▶▶▶ ファイル命名規則の図面番号は、全ての図面に対して通し番号を記入してください。従って、
ご質問の回答は（2）となります。（H16.8.9）
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CA-486 追加工種がある場合 100から順に番号を付けるのでしょうか。
　▶▶▶ 図面管理項目の共通情報－追加工種－追加対象工種（数値）において、基準（案）で定

義していない工種を追加する場合は、基準（案）[H16.6]P.22 の規則に従い、100 から昇
順に付番してください。また、追加した工種の概要を追加対象工種（概要）に併せて記入
してください。（H16.8.9）

CA-487 各業務・工事で追加工種の番号を任意に付けることができるということは、同じ番号でも
成果品ごとに異なる工種が対応されていることになりますが、問題ないのでしょうか。

　▶▶▶ 追加工種は、追加対象工種（数値）と追加対象工種（概要）の 2 つの項目を用いて管理
しています。追加対象工種（数値）が同じ番号になっても、追加対象工種（概要）で識
別することができるため、問題ありません。（H16.8.9）

CA-488 基準（案）[H16.6] の図面管理項目にある「サブフォルダ」や「格納サブフォルダ」は、設
計業務で記入する内容がない場合でも必要な項目になるのでしょうか。XMLへ情報やタグ
を出力する必要はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] で示す通り、図面管理項目のサブフォルダや格納サブフォルダを必要と
しない業務や工事においては記入不要です。（H16.8.9）

CA-489 基準（案）[H16.6] の DRAWING.XMLの「適用要領基準」について、入力すべき上位の
要領（案）別に正式名称を列挙してください。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] で示す通り、図面管理項目の適用要領基準は、P23 のA）に従い、
CAD 製図基準（案）の版管理番号を記入してください。（H16.8.9）

CA-490 基準（案）[H16.6] の DRAWING.XMLにおける「緯度経度」のデータ表現は「半角数字、
-（HYPHEN-MINUS）」が正しいのではないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、図面管理項目の緯度経度のデータ表現を「半角数字、-（HYPHEN-MINUS）」
に修正いたします。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.8.9）

CA-491 基準（案）[H16.6] の DRAWING.XMLにおいて、「××××（数値）」「××××（概要）」
と記述されている管理項目が、DTDでは「×××× - 数値」「×××× - 概要」となってい
ますが、DTDの記述が正しいとの認識でよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] の表 2-4 の図面管理項目ではわかりやすいように「××××（数値）」「×
×××（概要）」を利用していますが、DTDおよび XML の記入例においては、「××××
- 数値」「×××× - 概要」で統一しています。（H16.8.9）

CA-492 「土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6]」の管理ファイルの項目、場所情報 - 境
界座標情報では、対象領域の表記が、度（3 桁） 分（2桁） 秒（2桁）となっておりますが、
基準（案）[H16.6] の管理ファイル項目、図面情報 - 基準点情報 - 緯度経度では、度（4 桁） 
分（2桁） 秒（2桁）となっております。どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] では、基準点情報として、度（4 桁）に「-（HYPHEN-MINUS）」を
含んで合計 8 文字としています。「土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6]」では、
場所情報として、度（3 桁）に「-（HYPHEN-MINUS）」を含まず合計 8 文字としていま
すので内容は変わりません。なお、次回改訂時には整合を図ります。（H16.8.9）
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CA-493 発注図が「CAD製図基準（案）」に順じた図面であっても、受注者側にCADを操作できる
人員がいない場合、発注者と協議の上、完成図の成果品は、紙ベースであったころの提出方
法に則っても構わないでしょうか。もしくは、CADで提出するとしても完全に「CAD製図基
準（案）」に準じた形でなく（例えば、レイヤ名称、線や文字の属性など）てもよいでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、発注者から渡された図面と同等のレベルで完成図を作図してください。電子納品
に関する事前協議ガイドライン（案）[土木工事編]P8や [CA-102]を参照してください。（H16.8.9）

CA-494 断面図においてA1ロングで作成したいのですが、基準（案）[H16.6] に書いてある図面の
大きさの選定の優先順位がよくわかりません。A1で例えるなら、第1類に当てはまらない
場合、第2類と優先順位は移りますが、A1の場合、第2類は空欄となっています。この場合、
A1の第 3類に優先順位が移るのでしょうか。

　▶▶▶ 図面の大きさ選定の優先順位は、第 1 類→第 2 類→第 3 類となり、寸法法内に収まるサ
イズを使用してください。ご質問のようにbの値を変更してA1ロングの図面を作成する場
合は、594×1261、594×1682、594×2102 から選択してください。（H16.9.3）

CA-495 【機械編】
 基準（案）機械設備工事編 [H16.3] のレイヤ名一覧で、2-1水門設備（付 2-1）の中の、

作図要素「HTXn」の線種が「線」となっていますが、これは実線のことでしょうか。それ
とも任意でよいでしょうか。

　▶▶▶ 作図要素「HTXn」は、実線を用いてください。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.9.3）

CA-496 側溝や暗渠の流れている方向に矢印を入れたいのですが、任意の矢印でよいでしょうか、
それとも、土木製図基準にでている矢印形状を使用した方がよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、矢印に関する事項は定義していません。しかし、基準（案）[H15.7]P.14 
2-6 図形の表し方に、「土木製図基準に準ずる。」としていますので、土木製図基準を参
考に作図してください。（H16.9.3）

CA-497 【電通編】
 基準（案）電気通信設備編 [H16.6]P8では「CADデータのファイル名は、以下の原則に従う」

の“図面種類（ex. 案内図 :EA）”となっていますが、【解説】の（例）ではPLが案内図となっ
ています。P12のファイルの分類によれば、案内図はEAとなっているので、PLは間違い
ではないでしょうか。また、[CA-481] の回答で追加図面種類は削除しています。となって
いますが、P8には追加図面種類に関する記述があり、付 2-2には構造図の中に追加図面
種類の項目があります。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、【解説】の（例）の図面種類は、PLではなく、EAの誤りです。また、
追加図面種類に関するP8と付2-2の記述は削除いたします。詳細は正誤表をご覧ください。

（H16.9.3）

CA-498 設計段階にて、地質調査結果を図面に反映させる場合、地層線等のレイヤは、構造図等
にそのまま流用してよいでしょうか（S-BGD-BNDR等）。現在はチェックシステムでエラー
が出ることからD-BGDに変更しています。

　▶▶▶ 基本的に地層線等のレイヤは、構造図では図面オブジェクトの現況地物 [-BGD] に該当す
ると考えられます。ただし、地質調査結果をレイヤ分類する必要がある場合は、受発注者
協議の上、新規レイヤとして追加を行い、図面管理項目の新規レイヤ名称と新規レイヤ（概
要）を記入して利用してください。（H16.9.3）
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CA-499 工事においては、[DRAWINGS]、[DRAWINGF] などの直下にサブフォルダを作成して、
図面をフォルダに振り分けてはいけないのでしょうか。複数の工区を施工する場合などにフォ
ルダ分けできるとよいのですが。

　▶▶▶ 途中段階での運用等においてサブフォルダが必要な場合は、受発注者協議の上、基準
（案）[H16.6]P21を参考にサブフォルダを作成し、運用することは可能です。ただし、工
事の成果品作成時のフォルダ構成において、図面ファイルは発注段階では図面番号順に
[DRAWINGS]フォルダに、完成図も同様に図面番号順に [DRAWINGF]フォルダに格納
されるので、基本的にフォルダを分けて納品する必要はないと考えます。（H16.9.3）

CA-500 基準（案）[H16.6] の図面管理ファイルのDTDにおいて「追加図面種類」が複数の記入
を認める（*）となっております。1つの図面に対しては、図面種類は1つしかありませんので、
複数の記入ができる必要はないと思われます。

 また、P22の図面管理項目では、複数記入可能にはなっていませんが、「追加図面種類」
は複数記入できない形でよいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、追加図面種類は任意記入で、記入は 1回（?）となります。詳細は正誤
表をご覧ください。（H16.9.3）

CA-501 基準（案）[H16.6] において、[追加工種 ]・[ 追加図面種類 ]・[ 新規レイヤ ] に農林水
産省のCAD製図基準（案）の項目を入力して運用してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 本基準（案）は、国土交通省の設計業務及び土木工事を対象としていますが、農林水産
省の項目等についても、受発者協議の上、[ 追加工種 ]・[ 追加図面種類 ]・[ 新規レイヤ ]
として使用することができます。（H16.9.3）

CA-503 [-OTRS] の使用の仕方について、[CA-77] と [CH-133] の回答で矛盾が生じていると思
われます。基準（案）では、「レイヤ名一覧に該当しない施設などは、その他の構造物等
を表す「OTRS」を図面オブジェクトとして作図する。」とあります。作業上、作図要素と
して [-OTRS] を使わざるを得ない場合もそれなりの頻度で発生します。もしこれが認めら
れない場合、協議回数や頻度が上がり作業効率が落ちるとともに、なんでもD-OTRSに
作図する事態となり、逆にレイヤ分けの意味が薄れることとなると思います。作図要素で
[-OTRS] は使用できないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6]P12 では、「同一の図面オブジェクトが複数存在し、・・・やむを得な
い場合は、関係者間で協議の上、作図要素の表記を適宜変更してレイヤを作成する。」と
しております。このため基準（案）に規定がなく、新規にレイヤが必要な場合は、協議の上、
作図要素を変更して新規レイヤを作成することができます。（H16.9.3）

CA-504 橋梁設計のレイヤ名一覧では、コンクリート橋の上部工の配筋図に関して、一切表記して
ありません（下部工はあります）が、どれを利用すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、コンクリート橋の定義はしていませんので、基準（案）を参考に受発注
者で協議し、レイヤを決定してください。（H16.9.3）

CA-505 橋梁設計では、構造一般図に材料強度表及び許容応力度の表を記載しますが、この表の
レイヤ名はどのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 図面オブジェクトの材料表 [-MTR] を使用するなど、基準（案）に記載がなく、新たにレ
イヤ設定が必要な場合は、他の工種の表に関する記載を参考に、受発注者協議にてレイ
ヤを決定し、追加してください。（H16.9.3）
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CA-506 追加工種は、具体的にはどのような工種を想定しているのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）では、具体的な追加工種は想定しておりません。（H16.9.3）

CA-507 ブロック積み断面のブロックマークや基礎砕石の砕石マーク等、図面の体裁・説明のため
のマークは「-DCR-HCHn」「-DCR-MRKn」「-DCR-DCRn」等に分類すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）に従い作図してください。基準（案）で定義されていないレイヤは受発注者協
議にて、新規レイヤを追加し、図面管理項目に記入してください。

 質問のような説明や着色等に関するレイヤは「-DCR」を利用して作図してください。
（H16.9.15）

CA-508 事前協議で図面表題欄の中に会社名を入れる事が許可された場合、会社名は必ず文字とし
て入力しなければならないのでしょうか。社名ロゴとして線分で文字ような表現は可能でしょ
うか。

　▶▶▶ 表題欄に記入する会社名は文字として入力してください。（H16.9.15）

CA-509 基準（案）[H16.6]「2-2-3 輪郭（外枠）と余白」について、A1の場合、輪郭（外枠）が
811× 594で余白枠が 851× 634という考えでよいでしょうか。「2-2-1 図面の大きさ」の
解説 図 2-1と「輪郭（外枠）と余白」の解説 図 2-4が紛らわしいです。

　▶▶▶ 土木製図基準「1.2.2 図面の様式」で「輪郭の幅は、A0、A1サイズに対して 20mm 以上」
となっています。A1の場合、用紙の大きさが 841× 594であるので、上下左右の余白を
考慮すると、輪郭は 801× 554となります。（H16.9.15）

CA-510 基準（案）[H16.6]P22について、「対象工種（数値）」の記入内容では「追加工種を100
～ 999 の数値を昇順で記入する」とありますが、図面ファイルについても工種を昇順にし
て並べる必要があるのでしょうか。

　▶▶▶ 図面ファイルの並びは、各パソコンの環境により異なりますので並べ替えは不要です。
（H16.9.15）

CA-511 基準（案）[H16.6]P22の図面管理項目において、[追加図面種類（略語）] に「同一工種
による略語の重複は認めていません」とありますが、どちらの解釈でしょうか。

1. 異なる図面ファイルでも略語の重複は認められないのでしょうか。
2. 異なる図面ファイルでも略語の重複は認められるとした場合、略語が同じであれ

ばすべての図面ファイルについて [追加図面種類（概要）]も統一する必要がある。
　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] では、工種が異なる場合において図面ファイルの略語の重複は認めて

います。この場合、[ 追加図面種類（概要）] の記入内容を統一する必要はありません。
（H16.9.15）

CA-513 [CA-421] によれば、橋梁詳細設計の施工要領図（図面種類WP）は上部工構造図のレ
イヤ区分（基準P.195）に則り作図とありますが、電子納品チェックシステムではWPの適
用レイヤ種類が異なっています。従って、基準通りにレイヤを設定するとチェックに引っか
かってしまうのですが、どちらに従えばよいでしょうか。

　▶▶▶ [CA-421] の回答に誤りがありました。橋梁詳細設計の図面種類WPに対応するレイヤは、
上部構造一般図（基準（案）[H15.7]P194）となります。（H16.9.15）
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CA-514 [CA-359] のとおり、堆砂地横断図のレイヤ名を作成し、チェックプログラムで確認しましたが、
「基準に存在しないレイヤ名です。」と表示されます。どのように対応すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H15.7] に記載されていないため、チェックシステムではエラーとなっていました。
チェックシステムVer5より対応しています。（H17.2.18）

CA-515 基準（案）[H15.7]では、「鉄筋の中心長で寸法をあらわす」とQ&Aにありましたが、基準（案）
[H16.6]では、最新の土木製図基準（平成 15 年小改訂版）にあわせて、外形で寸法表示
するのでしょうか。

　▶▶▶ 最新の土木製図基準（平成 15 年小改訂版）に従うと、鉄筋の外形線で寸法をあらわすこ
とになります。ただ、これまでの表記と異なりますので、受発注者間で事前協議を行い確
認してください。（H16.9.15）

CA-516 【機械編】
 基準（案）付 2-5 の「2-2 揚排水ポンプ設備・・・」（1）一般図に「-RSTR」が二つあります。
　▶▶▶ ご指摘のとおり、重複して記載していますので、修正します。詳細は正誤表をご覧ください。

（H16.10.4）

CA-517 表題欄について、CAD製図基準（案）[H16.6]P8「図 2-1」と、電気通信設備編 [H16.6]P5「図
1-1」と、機械設備工事編 [H16.3]P6「2-2-4 表題欄」の内容が異なっています。特に年
月日（作成年月日）、縮尺（尺度）、図面番号/（葉之内）の記述部分と文字の大きさとタテ
ヨコの比率（タテ長）についてです。

　▶▶▶ 対象となる各分野の CAD 製図基準（案）の表題欄に従い作図してください。（H16.10.4）

CA-518 CAD製図基準（案）機械設備工事編では、付 2-10「2-3 線色について」の表に線色と
線の太さが対応するようになっていますが、基準（案）[H16.6]P15「2-3-5 色」と電通編
P13「1-3-6 色」には線の太さがありません。機械設備工事編と同様に考えてよいでしょうか。
また、色名の名称と順番が異なっています。

　▶▶▶ 線の太さについては、同様の考え方ではありません。対象となる各分野の CAD 製図基準
（案）に従い作図してください。（H16.10.4）

CA-519 共同溝設計の図面の中で横断面図があった場合、ファイル名はどのようにつければよいで
しょうか。CSにするとファイル名が命名規則にあっていません。SSにすると基準（案）に
存在しないレイヤ名です。

　▶▶▶ 基準（案）で定義していない図面種類は、他の工種の図面種類を参考に受発注者協議で
決定してください。また、追加した図面種類は図面管理項目の追加図面種類に記入してく
ださい。（H16.10.4）

CA-520 【電通編】
 基準（案）[H16.6] 付 1-1にて『（6） 納品時に、CAD 作成ソフトにより発生する独自のレ

イヤにおいては、そのまま納品してもよい。』とありますが、これは電気通信設備編以外に
はない項目だと思います。他の要領（案）では、指定外のレイヤということで、協議して自
動発生独自レイヤを使うことになっていると思ってましたが、電気通信設備編では協議不要
ということでよろしいでしょうか。

　▶▶▶ 他分野と同様に協議は必要となります。今後は、CAD 作成ソフトで発生する独自レイヤに
おいても図面管理項目の「その他 - 新規レイヤ」に記入してください。（H16.10.4）
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CA-521 電子納品運用ガイドライン（案）[H16.3] の P9『発注図書の準備』のファイルの引渡しの
文章の中で、CAD図面データがCAD製図基準（案）に準拠しているかを「電子納品チェッ
クシステム」で確認するとありますが、これでは図面のレイヤが基準（案）にあった各要素
ごとの書き込みレイヤ振り分けがされているかを確認できないと思います。

 市販されているCADソフトでチェックすると、文字や線色又各要素ごとのレイヤ書き込み
がチェックされますが、「電子納品チェックシステム」ではチェックされません。受注者で受
け取った発注図面について、市販されているCADソフトを使用して、文字や線色等が基準
（案）に沿ってないことがわかった場合、発注者に報告して基準（案）に沿った図面に修正
してもらえるのでしょうか。

　▶▶▶ 運用ガイドライン（案）で示す通り、確認は電子納品チェックシステムと目視（基準と異なる時）
による確認を原則としていますので、受注者にて確認した市販 CADソフトのエラーに関し
ては、発注者へ図面修正の依頼はできません。

 市販 CADソフトのチェック機能の結果は参考扱いとしてください。（H16.10.4）

CA-522 SXFブラウザによる閲覧について、SXFブラウザを起動し、その画面内の黒色箇所に必
ずしも、図面を表示しなくてはならないのでしょうか。黒色箇所から、どうしても離れて表
示されるのですが、なぜでしょうか。

　▶▶▶ SXF ブラウザに対する質問は、CAD 交換標準 Q&Aで対応していますので、http://
www.cals.jacic.or.jp/cad/をご覧ください。（H16.10.4）

CA-523 チェックシステムにて、チェックを行うと、ファイル名 :DRAWINGS\DRAWINGS.XML 
タグ名 :〈基準点情報平面直角座標系番号〉 にて『【エラー】01～ 19でなければいけません。』
と出ているのですが、基準点情報平面直角座標系番号をどこで入力すればよいでしょうか（他
にも、タグ名 : 平面直角座標系番号でも同様のエラーが出ています。）。

　▶▶▶ [ 平面直角座標系 ] のタグは [ 場所情報 ] の下位に存在します。上記のエラーメッセージは、
このタグに一桁の数値（1から9）を記入されている場合にも出力されます。（H16.10.4）

CA-524 管理ファイル対象工種について、共通情報中の対象工種と図面情報中の対象工種の使い
分けを教えてください。

 例）対象業務が橋梁で、取付け道路や条件護岸の設計を含む場合
 ■共通情報 -対象工種

01（道路） 14（橋梁） 28（護岸） 複数記入する
 ■図面情報 -対象工種

図面名 : 橋梁一般図
対象工種 :14
  ・
図面枚数分繰り返す
  ・
図面名 : 護岸構造図
対象工種 :28

 でよいのでしょうか。なお、「追加図面種類」に関しては、業務全般共通で追加する図面
であるため、「共通情報」中に含むべき情報ではないでしょうか（複数記入）。

　▶▶▶ 対象工種の記入方法については、ご質問の通りの対応で問題ありません。
 図面管理項目の「追加図面種類」は、各図面に対応した情報を記入する項目となりますの

で、現行通りとします。（H16.10.4）

http://www.cals.jacic.or.jp/cad/
http://www.cals.jacic.or.jp/cad/
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CA-525 図面管理項目への記入方法について、[基準点情報 ] の緯度・経度で西経または南緯でな
い場合、どのように入力すべきでしょうか。たとえば東経135度ならば、「0135」もしくは
「+0135」となるのでしょうか。

　▶▶▶ 図面管理項目の基準点情報について、西経または南緯でない場合は、そのまま記入してく
ださい。東経 135 度の場合は「135」となります。（H16.10.4）

CA-526 都市施設設計 - 平面図（管路）において以下のレイヤは何を示しているのでしょうか。
1. BGD-CRST 主な横断構造物
2. BGD-EXST 特に明記すべき現況地物

　▶▶▶ 作図内容により異なりますが、管路の設計や施工の際に留意すべき「横断構造物」、「現
況地物」を「BGD-CRST」、「BGD-EXST」に作図してください。（H16.10.4）

CA-527 基準（案）[H16.6] の改訂に伴い、2-2-5尺度が変更となっています。仮にA1図面にて
1/100 の図形を作図する場合、改訂前は『（59400× 84100）で作図し、印刷の際、印
刷設定（各CADソフト）にて1/100 に縮小して印刷してもよい。』。改訂後は全てのどん
な図面においても『（594× 841）で作図しなければならない。』と解釈してよいでしょうか。

 また、2-2-5に「一般的には図形寸法を1として表現する。」とありますが、どのようなこと
を意味しているのか教えてください。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] も [H15.7] も、記載内容については同様となります。CADでは、実寸
で作図されることが多く、1/100 の図面を作図する場合は、実寸データで作図したものを
出力の際、1/100 に設定することを意味しています。

 また、「一般的には図形寸法を1として表現する。」は、縮尺に対する説明文です。実物
の図形寸法を1とした場合の縮小比（1/100 など）を指します。（H16.10.4）

CA-528 「旗上げ」の中に入っている文字列（例えば溶接記号の数値など）は、「旗上げ」STR-
HTXTなのでしょうか。「文字列」STR-TXTなのでしょうか。

　▶▶▶ 旗揚げの文字列は、旗揚げのレイヤ（STR-HTXT）に作図してください。（H16.10.19）

CA-529 ボルトゲージは、以下のどのレイヤに記載すればよいでしょうか。
・ 「寸法線」の延長としてSTR-DIM
・ 「旗上げ」としてSTR-HTXT
・ 「その他の構造物」としてSTR-OTRS

　▶▶▶ 図面により異なると思いますが、寸法線の延長としてSTR-DIMレイヤに作図してください。
（H16.10.19）

CA-530 橋梁詳細設計の構造図に使用する配置図のハッチングは、以下のどのレイヤに記載すれば
よいでしょうか。

・ 主構造物外形線としてSTR
・ 橋梁詳細設計構造図以外で使用されているDCR-HCH
・ その他の構造物としてSTR-OTRS

　▶▶▶ 図面により異なると思いますが、原則としてハッチングの作図レイヤは、DCR－HCHを利
用してください。作図する図面に DCR－HCHレイヤが存在しない場合は、受発注者協
議のうえ、新規レイヤとして追加してください。（H16.10.19）
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CA-531 基準（案）[H16.6] の図面管理項目にある「追加図面種類（略語）」に記入する項目は基準
（案）のファイル名一覧（付 1-1）で定義されている「図面種類」のみ記入可能ということでしょ
うか。定義以外の例えば「AA」等の使用は可能なのでしょうか。

 また、追加図面種類を記入した場合は図面ファイル名の図面種類は記入したものに変更す
る必要はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 図面管理項目の追加図面種類（略語）には、類似の図面種類や他工種から流用できる
図面種類がある場合は、基準（案）で定義している図面種類を優先して利用してくだ
さい。また定義以外の図面種類を利用する場合は受発注者協議にて決定してください。

（H16.10.19）

CA-532 基準（案）[H16.6] について、図面管理項目の「緯度経度」と「平面直角座標」のデータ
表現が「（◎）」となっていますが、基準（案）[H15.7] では「○（◎）」となっていました。
この項目は「位置図」「平面図」「一般図」のみ必須記入となりますので、基準（案）[H15.7]
と同様にデータ表現は「○（◎）」という解釈でよいでしょうか。また、P23の「基準点情
報緯度」「基準点情報経度」の記入内容の説明が逆ではないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] の P.23 のNo.18 ～ 22 では、必要度の欄が（◎）*4）となっていますが、
これは（◎）*3）の間違いです。詳しくは正誤表（H16.7.27更新分）をご覧ください。

 *3）では、No.17～19または No17、 20 ～ 22 のいずれかを必ず記入するとあります。よっ
て、緯度経度、平面直角座標のどちらにおいても測地系（No.17）は必須となりますので、
◎としています。No.18 ～19 および No.20 ～ 22 は、どちらかを必ず記載するという意味
合いで括弧をつけた表現になっています。ただし、本項目は「位置図」「平面図」「一般図」
のみ必須記入となりますので、基準（案）[H15.7] と同様にデータ表現は「○（◎）」とい
う解釈で問題ありません。また、記入内容については、ご指摘のとおり、説明が逆でした。
正誤表（H16.10.4 更新分）にて対応いたしました。（H16.10.19）

CA-533 [CA-510] について、パソコンの表示方法ではなく、図面管理ファイル内での図面情報の
並びも工種を昇順にした状態にすべきでしょうか。例えば、「対象工種 - 数値」が「100」
の図面ファイルの情報の後に、「001」の図面ファイルの情報を記入するように降順となっ
ていてもよいでしょうか。

　▶▶▶ 図面管理項目（XML 記入）の図面情報は、図面番号をできる限り昇順として記入してく
ださい。（H16.10.19）

CA-534 [CA-511] について、工種が同じである場合を前提として、工種が「001」、図面種類が「AA」
である図面ファイルを2 個作成することは、追加図面種類の「同一工種による略語の重複は、
認めていません。」に反するのでしょうか。

 また、同一工種の複数図面ファイルに対して、同一の追加図面種類が適用できる場合、2
個目以降の図面ファイルの情報の「追加図面種類（概要）」にも、省略せず、1個目に記入
した内容と同じ情報を記入しなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義している通り、同一工種「001 道路」で追加図面種類「AA: 例）道路
施設構造図」において道路施設構造図が複数となる場合は重複では、ありません。

 例）具体的には以下の通りです
D0AA050Z.P21（道路施設構造図 50 枚目の図面）
D0AA051Z.P21（道路施設構造図 51 枚目の図面）

 図面管理項目の [ 図面情報 - 追加図面種類 ] は、省略せずに全て記入してください。
（H16.10.19）



CAD 製図基準（案）-CA　　161CAD 製図基準（案）-CA　　161

CA-535 調査業務で断面図・平面図ともに調査孔などを年度別に標示させたり、何十年も調査して
いる場所で年度別でレイヤを区分させたい場合、S-BMK-SRVRのレイヤに数字を追加す
ることは可能でしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、レイヤの履歴は対象としていません。現在の基準（案）では、履歴は、
設計や工事の管理項目の情報とファイル名によるプロジェクトごとの管理となっています。

 年度別でレイヤを区分したいときは、受発注者間で協議のうえ、図面管理項目の新規レイ
ヤに記入のうえ利用してください。（H16.10.19）

CA-536 以前、半角カナは図面に使用禁止でしたが、運用ガイドライン [H16.1] にて半角カナが使
用可能となり、[CA-474] にてまた使用禁止となっていますが、最終的な取扱いはどのよう
になるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] や「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）[H16.10]」に示す通り、
半角片仮名は図面使用禁止文字とします。（H17.2.18）

CA-537 基準（案）[H16.6]P24 表 2-5 対象工種一覧 では「35: 地質」がありますが、付属資料のファ
イル名一覧やレイヤ名一覧などに記述がありません。

　▶▶▶ 地質の図面に関するファイル命名、レイヤ名については、別途、「地質・土質調査成果電
子納品要領（案）平成 16 年 6月」で規定されています。

 地質平面図については要領（案）P3-7、3-23、地質断面図については要領（案）P4-5、
4-33をそれぞれご参照ください。（H16.10.19）

CA-538 基準（案）[H16.6]P23 の基準点情報に関する注釈の *3）に『「位置図」「平面図」「一般
図」の基準点情報は、17～ 19または17、20 ～ 22のいずれかを必ず記入する。』と記載
されています。それ以外の図面の場合は、基準点情報は任意記入と理解していますが、正
しいでしょうか。

 また、付 3-2のDRAWING03.DTDの構造図の中の緯度経度や平面直角座標の所に *の
マークがついていますが、複数回入力しなければいけない場合はあるのでしょうか。通常は
それらのデータを記載する必要がある場合でも、図面中の只1点の緯度経度データや平面
直角座標データを記載するだけでよいのではないでしょうか。

　▶▶▶ 基準点情報の任意記入に関する入力はご質問の通りの解釈で問題ありません。
 なお、基準点情報に関する記入は、基準（案）[H16.6]P25 の（2）基準点情報にて、「・・・

図面の中心付近の代表点（1 点以上）を選び・・・」としているため、複数回記入がで
きるようにしています。（H16.11.1）

CA-539 図面管理項目にて、緯度経度、平面直角座標の記入について「位置図」、「平面図」、「一般図」
は17～ 19または17、20 ～ 22のいずれかを記入とありますが、それ以外の図面は17～
22まで必須と考えてよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] に示す通り、緯度経度、平面直角座標の記入は、「位置図」、「平面図」、「一
般図」は必須入力となります。他の図面は、原則として記入の必要はありませんが、基準
点情報がわかる場合には、「位置図」、「平面図」、「一般図」と同様に17～19または 17、
20 ～ 22 のいずれかを記入していただいて結構です。（H16.11.1）

CA-540 図面作成例において都市施設編のサンプルデータが全くないのですが、今後掲載の予定は
あるのでしょうか。

　▶▶▶ 現在のところ、図面作成例の追加予定はありません。（H16.11.1）
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CA-541 ファイル名に付ける図面番号は、図面のタイトル版にある図面番号を付ければよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 基準（案）に示す通り、ファイル名に付ける図面番号は、表題欄（図面タイトル版）に記
入している図面の通し番号を付番してください。（H16.11.1）

CA-542 【機械編】
 付 2-1「2-1水門設備」の（1）全体図（2）電気関連図のレイヤ名一覧にある -CNTn 中心

線の線色と線種が、付 2-5「2-2 揚排水ポンプ設備・・・」の（1）一般図（2）系統図（4）
配管図の内容と異なっています。

　▶▶▶ 基準（案）では、設備ごとにレイヤを定義していますので、該当する設備に関するレイヤ構
成表（線種線色含む）を利用してください。

 ただし、設備が異なっても同一レイヤで作図できる場合の線種や線色については、実運
用を踏まえ、整合を図るよう今後の課題として検討いたします。（H16.11.16）

CA-543 樹木の伐採業務の計画検討において、計画の参考図をCADにて作成しています。これら
のCADデータも基準（案）に従って電子納品する必要があるのでしょうか。

 または、樹木の伐採業務は基準（案）の対象工種のどれにも該当しないため、基準（案）
の対象外になると判断すべきでしょうか。さらに、発注者から貸与された基図はすべて紙媒
体であり電子データではありません、このような場合、成果品の参考図を基準（案）に従っ
て作成し、納品する必要があるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定義していない工種は、事前協議時に受発注者協議にて納品方法を決定し
てください。質問のように、発注者から貸与された基図はすべて紙媒体であり電子データ
ではない場合は、基準（案）に従い納品する必要はありません。（H16.12.2）

CA-544 完成図面の中で、ファイル番号のない目次や表題についてはどのようにすべきでしょうか。
従来は竣工図関連、図面になっているものに関してはすべて入れるようにしていたので、竣
工図に関する目次、表題に関しても番号を付けて対応しています。また、図面番号のない
図面を入れるということが発生した場合は、どのようにするのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）においては、目次や表題を CAD 図面で納品することは想定していません。受
発注者協議にて、工種にない図面種類を納品する場合は、基準（案）のファイル命名規
則に従い納品してください。（H16.12.2）

CA-545 基準（案）[H16.6] 付4-1「図面管理ファイルのXML記入例」において、「追加対象工種」で「100」
が追加されているにもかかわらず「対象工種 - 数値」には「001」のみ記載されています。「対
象工種 - 数値」として「100」も必要と思いますが記載しなくてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、XML 記入例に「追加対象工種」の「100」に関する図面情報を追加い
たします。なお、DTD の変更はありません。（H16.12.2）

CA-546 基準（案）[H16.6]では、「輪郭線の太さは1.4mm、余白は 20mm以上」となっていますが、
以前の基準ではA0、A1以外の場合、「太さは1.0mm、余白は10mm以上」と規定さて
いました。用紙の定義として「A1を標準とする」と変更されていますが、A2、A3 等が禁
止されているわけではありません。A2、A3 等の場合も「太さは1.4mm、余白は 20mm
以上」に変更になったと理解してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 平成 16 年 6月の改訂により、図面の印刷においてA1を標準としたため、輪郭と余白の
記述においても、A1を対象としたものとなります。
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 これにより難い場合は、受発注者協議により決定することとなります。A2、A3 で納品す
る必要があり、太さ、余白について基準により難い場合は、発注者の指示に従ってください。

（H16.12.2）

CA-547 【機械編】
 図面種類について、基準（案）P28「2-14（1）水門設備」と付 1-1「1-1水門設備」にあ

る図面名の内容が異なっていますが機側操作盤外形図から操作フローチャートの5 種類の
図面は全て「ED」となるのでしょうか。付 1-2「1-2 揚排水ポンプ設備、・・・」には「単
線結線図 -CD」等水門設備の図面種類に含まれているものがあります。

 同様にP28「2-14（2）揚排水ポンプ設備（3）・・・」において、該当する図面種類が記
載されていない図面に対しては、どのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、水門設備における「機側操作盤外形図」「単線結線図」「配線系統図」「電
路布設図」「操作フローチャート」の図面種類については、電気関連図「ED」を利用して
ください。また、ファイル名一覧の図面種類に示されていない図面については、受発注者
協議にて取り扱いを決定してください。図面名と図面種類の整合につきましては、次回改
訂時に検討いたします。（H16.12.2）

CA-548 基準（案）[H16.6] の P77「表 5-1作図図面の分類」とP81「表 5-5 必要図面一覧」、P82「対
象図面の分類」の記述と異なる部分があります。

・ 付 1-10「1-10 河川構造物設計」の図面名と付 2-35「2-6 河川構造物設計」の（10）
に「標準断面図 -SS」とありますが、不要な図面でしょうか。

・ 付 2-35「2-6 河川構造物設計」の（5）（8）の図面名が異なっています。
・ 付 2-35「2-6 河川構造物設計」に「基礎工詳細図」がありません。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] の P.81 表 5-5 に示す成果品項目が国交省直轄事業において必要とな
る図面となります。（共通仕様書 H16.3 版参考）

 付属資料に示しているファイル名一覧は、参考掲載したものですので、必要に応じて使用
していただければ結構です。（H16.12.2）

CA-549 【機械編】
 基準（案）[H16.3] 付 2-1「2レイヤ名一覧」水門設備の作図要素 [-STRn] の内容欄に「+

設備区分（数字）」と記載されていますが、nに当てはまる物は 3～ 9ということになりA
～Zは使用できないということでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で -STR1と -STR2 は定義されていますので、レイヤ名の作図要素 [-STRn]
の nは、数字（3 ～ 9）を昇順に利用していただき、9 以降のレイヤが必要な時は、英字（A
～Z）を昇順に利用してください。（H16.12.13）

CA-550 [CA-513]で、「橋梁詳細設計の図面種類WPに対応するレイヤは、上部構造一般図（基
準（案）[H15.7]P194）となります。（H16.9.15）」とあります。これに対し、基準（案）[H16.6]
では、図面種類WPに対応するレイヤは、上部工構造図になっており、レイヤの内容が変
わっています。上部工構造一般図（2-32（3）1））の間違いではないでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] で示す通り、橋梁設計の施工要領図（WP）は、構造図の上部工構造
図のレイヤ構成を利用してください。

 [CA-513] の回答においては、上部工構造一般図としていましたが、実運用を踏まえて要領
（案）[H16.6] にて見直しを行いました。（H16.12.13）
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CA-551 【機械編】
 基準（案）[H16.3]P.8 において、線種として基準線は一点鎖線又は二点鎖線となっていま

すが、レイヤ名一覧の付 2-1及び付 2-3 の基準線（-BMK）では線種が実線となっています。
どちらが正しいのでしょうか。JIS B 3402では一点鎖線となっています。

　▶▶▶ 基準線レイヤ（-BMK）の線種は、一点鎖線で作図してください。
 基準（案）の付属資料 2レイヤ名一覧に示す基準線（-BMK）の線種を一点鎖線に変更し

ます。詳細は正誤表をご覧ください。（H17.1.12）

CA-552 基準（案）[H15.7] の P10で尺度に関して、「CADは実寸で作図するのが普通であるため、
ここで定める尺度とは、CADデータを紙に出力した尺度のことである。」と書かれていまし
た。実寸でということなので、輪郭線等は紙を基準に実寸で作成すると解釈して、「TTL」
が付くレイヤ（TTL,TTL-FRAM,TTL-BAND）等の尺度は1/1だと思ったのですが、「TTL」
が付くレイヤ（TTL,TTL-FRAM,TTL-BAND）等の尺度は決まっているのでしょうか。

　▶▶▶ 「TTL」が付くレイヤ（TTL,TTL-FRAM,TTL-BAND）等については、縮尺という概念
はありません。基準（案）[H16.6] においては、図面の大きさをA1を標準としており、枠
線の位置、表題も大きさが決まっていますので縮尺という議論とは異なります。（H17.1.12）

CA-553 要領（案）[H16.6] の「2-3-7 文字」には、JISZ8313:1998 に基づくことを原則とする、
常用漢字を原則とすると規定されていますが、解説欄の縦書きの際の留意点の項には、
JISX0208と記述しています。2つの記述は合致するのでしょうか。また、JISZ8313-1製
図－文字－第1部 :ローマ字,数字及び記号にローマ数字のサンプルが記述されているので
すが、ローマ数字は使用可能でしょうか。また、JISZ8313には16 画以上の漢字はできる
限り仮名書きとするとも記述されていますが、CADにおいてどこまで準拠すべきでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で規定している文字は JISZ8313:1998 に基づくことを原則としています。縦書
きの際は、全角文字（JISJISX0208 で規定される文字のうち、数字とラテン文字を除いた
もの）を基本としているため問題ありません。

 ガイドライン（案）で示す通り、CAD データ中の文字、管理項目に用いる文字のどちらと
もローマ数字を利用することはできません。

 基準（案）で規定している文字は JISZ8313:1998 に基づくことを原則としていますのでで
きる限り準拠してください。なお、16 画以上の漢字であっても、SXF ブラウザにおいて正
常に表示・印刷できるものであれば、利用していただいても構いません。（H17.1.12）

CA-554 植栽工に関するガイドラインを策定する見通しがあれば教えてください。現在、受発注者協
議となっており、植栽が構造物扱いになったり歩道扱いになったりと考え方が統一されてい
ません。

　▶▶▶ 現在のところ、植栽工に関するガイドライン策定の予定はありません。受発注者協議にて
対応してください。（H17.2.1）

CA-555 ファイル名の最後に一連の番号を付与した場合、パソコン上で一覧表示しても図面番号通
りとなりません。ファイル名の先頭に一連の番号を付与し、図面番号順に一覧表示できる
ように命名規則を変更するようできないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、基準（案）で定義している図面ファイル名では図面番号順にファイルを並
び替えることができません。現段階においてのファイル命名規則の変更は、受発注者なら
びに支援ツール等への影響が大きいため基準（案）通りとします。（H17.2.1）
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CA-556 [CA-289] の回答にて、「基準（案）では、JISZ8313:1998「製図に用いる文字」に基づ
いて文字高さを決めております。それ以外の文字の使用については、受発注者協議の上、
決定してください。」となっていますが、JISZ8313を確認すると、1.8,2.5,3.5,5,7,10,14,2
0mmです。基準（案）では1.8mmが抜けています。何か理由があるのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の通り、JISZ8313:1998「製図に用いる文字」に基づいて文字高さを決めております。
JISZ8313:1998 においては、1.8mmの文字高さも規定されていますので、追加いたします。
詳細は正誤表をご覧ください。ただし、縮小印刷等を利用する場合の文字については確
認後文字高さを決定してください。（H17.2.1）

CA-557 道路本体設計の位置図にはX-DCR-HCH1などのレイヤがあり、レイヤに含まれる内容が
「ハッチ部（位置）」となっており、線色は「赤」線種は「実線」となっていますが、このレ
イヤに作図するハッチングは赤色で、かつハッチングパターンも「実線」でなければならな
いのでしょうか。また、このレイヤに塗りハッチングを作図する場合、100%の塗りハッチ
ングを使用しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）のレイヤ名一覧に示している線色は参考値です。ただし、線種においても、こ
れに依りがたい場合は、受発注者協議の上変更することができます。

 また、レイヤに塗りハッチングを利用する場合は、CADソフト独自の機能であり、現段階
では SXF で対応していないため、100% の塗りハッチングを利用してください。（H17.2.1）

CA-558 地下構造物設計（地下横断歩道等設計）の図面について、基準（案）[H15.7]P.168 にあ
る「構造詳細図」にあたる図面を図面名VSとして作成したのですが、材料についてのレイ
ヤ-MTRで作った図面がエラーとなりました。チェックシステムのエラーでしょうか、「構造
詳細図」の図面名が間違っているのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H15.7] において、地下構造物設計の図面種類VS は、構造図となります。構
造詳細図を利用するときの図面種類は、WP、JN、DFの該当するものを利用してください。
基準（案）[H16.6] においては、追記しています。（H17.2.16）

CA-559 [ ソフトメーカ用TAG] のデータ表現について、要領（案）[H16.6]では、全角文字・半角
英数字。「CAD製図基準（案）[H16.6]」では、半角英数大文字と規定されています。「CAD
製図基準（案）[H16.6]」においても、[ソフトメーカ用TAG] は、全角文字・半角英数字
としてよいでしょうか。

　▶▶▶ 図面管理項目のソフトメーカ用 TAG で利用できる文字は、全角文字・半角英数字となり
ます。詳細は正誤表をご覧ください。（H17.2.16）

CA-560 [CA-383] の回答について、路床部・舗装部を「STR」レイヤに作図するのは標準断面だ
けで、横断図では「HCH」レイヤでよいのでしょうか。また図面作成例はいつごろ、どの
ように修正する予定なのでしょうか。

　▶▶▶ 路床部・舗装部を「STR」レイヤに作図するのは標準断面だけでなく、横断図も同様です。
なお、平成 16 年 12月3日CAD 図面の作成例を更新しています。（H17.2.16）



166　　CAD 製図基準（案）-CA

最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/

http://www.nilim-ed.jp/
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適用

P-60、P-52、P-23、D-117

フォルダ構成

P-76、P-58、P-39

管理ファイル

P-73、P-72、P-71、P-70、P-69、P-68、P-66、P-62、P-61、P-59、P-54、P-53、P-47、
P-43、P-42、P-41、P-40、P-38、P-37、P-34、P-33、P-29、P-28、P-27、P-26、P-25、
P-21、P-19、P-18、P-17、P-16、P-15、P-14、P-13、P-12、P-8、P-7、P-6、P-5、P-2、
P-1、D-122、C-8、CH-215、CH-155、CH-130、CH-123、CH-112、CH-4

ファイル形式

P-22、P-9

電子媒体

P-64、P-5、C-79

有効画素数

P-56、P-44、P-36、P-35、P-24

撮影頻度と提出頻度の取り扱い

P-20、P-2

各資料の取り扱い

P-75、P-67、P-49、P-48、P-11、P-10、C-97

運用他

P-77、P-65、P-63、P-57、P-55、P-54、P-51、P-50、P-45、P-32、P-31、P-4、P-3、
C-93、C-79、CH-5

小分類目次
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P-1 付属資料（XML 文書作成における留意点）にXMLの予約文字が記載されていますが、パー
セント（%）は使用できるのでしょうか。TECRIS の使用文字規則によれば、単位記号で
はパーセント（%）は使用できるように記載されていますが、単位記号は使用しないでくだ
さいとの規定があります。

　▶▶▶ 「%」は XML予約文字ではありませんので、全角文字の記入可能な管理項目に記入して
いただいて結構です。ただし、TECRIS に係わる項目については、TECRIS の使用文字
規則に従い記入してください。XML の予約文字については、「土木設計業務等の電子納
品要領（案）」、「工事完成図書の電子納品要領（案）」の付属資料をご覧ください。（H17.2.18）

P-2 基準（案）（H14.7）では、従来の基準にあった[整理フラグ]の項目がなくなってしまいました。
[ 整理フラグ ] は発注者側の閲覧ソフトで、撮影頻度に基づく多数の写真の中から、提出
頻度の写真を検索するのに必要な項目でした。改訂された基準では、この検索機能に変わ
るものはあるのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、全ての写真を電子データで納品することを前提としていますので、整理
フラグをなくしました。（H15.6.2）

P-3 デジタルカメラで撮影した写真、および銀塩カメラで撮影し、フィルムスキャナで電子化し
た写真の原本性の証明の方法などは設けられているのでしょうか。

　▶▶▶ デジタルカメラで撮影された写真、ならびにスキャニングされた写真の原本性については、
契約書において「... 真義に従って誠実にこれを履行するものとする。」と定められているこ
とから、国土交通省では受注者がオリジナルデータを改ざん・捏造することはないと判断
し、特に原本性を担保するための措置は設けていません。

 なお、電子成果品の原本性を担保するための措置として、CD-Rによる納品としています。
これは、提出された成果品の非改ざん性を担保するための電子署名が利用できないため
の措置です。（H15.6.2）

P-4 基準（案）H14.7 版の改訂した内容が記載している資料はありますでしょうか。
　▶▶▶ 「報道発表資料 : 成果品の電子納品要領（案）・基準（案）の策定及び改訂について」（http://

www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/13/130702_2_.html）をご覧ください。（H17.2.18）

P-5 基準（案）[H14.7]「9.電子媒体が複数枚の時の取り扱い」では、土木設計業務等および
工事完成図書の電子納品要領（案）に従うことになっていますが、各要領（案）には [PHOTO]
フォルダの分割に関しては記載されていません。

　▶▶▶ 土木設計業務等および工事完成図書の電子納品要領（案）では、電子成果品全体を対象
としていますので、[PHOTO]フォルダのみを対象とした電子媒体の複数枚の取り扱いにつ
いては記載していません。複数の電子媒体の [PHOTO]フォルダにすべての写真ファイル
の管理情報を記入した写真情報管理ファイルを格納してください。（H17.2.18）

P-6 電子媒体が複数枚になる時、写真管理情報ファイルの [メディア番号 ] の記入方法を教え
てください。

 電子媒体が 3 枚のとき、1枚目には [PHOTO] 以外のフォルダが全て格納され、2枚目と
3 枚目に写真を分割した場合、写真情報管理ファイルの [メディア番号 ] にはそれぞれ、「2
か 3」と「1か 2」のどちらを記入するのでしょうか。

　▶▶▶ 上記の場合、「2 か 3」になります。メディア番号には、電子成果品全体を対象とし、電子
媒体の総枚数に対する通し番号を記入することとしています。（H15.6.2）

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/13/130702_2_.html
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/13/130702_2_.html
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P-7 写真管理情報ファイルの [ソフトメーカ用TAG] の記入規則は「同一ファイル中に複数の
記入が可能とする。」となっていますが、基準（案）[H14.7]P4 およびP8には「複数記入可」
とありません。

　▶▶▶ 「ソフトメーカ用TAG」の出現回数は、0 回または1回です。記入規則の表現は、「ソフトメー
カ用TAG」の中に、複数の内容を記入してもよいということを示唆しています。（H17.2.18）

P-8 写真管理ファイルの付加情報（参考図情報）に同一の参考図ファイル名を複数記入しても
よいでしょうか。

【例】P0000001.JPGに対する付加情報
<付加情報 >
<参考図ファイル名 >D0000001.JPG</参考図ファイル名 >
<参考図ファイル日本語名 >位置平面図 00001.JPG</参考図ファイル日本語名 >
<参考図タイトル>位置平面図 </参考図タイトル>
<参考図MIME>image/jpeg</参考図MIME>
</付加情報 >
<付加情報 >
< 参考図ファイル名 >D0000001.JPG</参考図ファイル名 >
<参考図ファイル日本語名 >位置平面図 00001.JPG</参考図ファイル日本語名 >
<参考図タイトル>位置平面図 </参考図タイトル>
<参考図MIME>image/jpeg</参考図MIME>
</付加情報 >

　▶▶▶ 複数枚の写真に対して 1 枚の参考図が対応する場合は上記の例のように記入していただ
いて結構です。（H15.6.2）

P-9 [DRA]フォルダに拡張子が異なる同一のファイル名が存在してもよいでしょうか。
 【例】D0000001.JPGとD0000001.TIF
　▶▶▶ 参考図ファイル名の 7 桁の数字は重複しないようにしてください。上記の例は、7 桁の数

字が重複していますので、「D0000001.JPG」と「D0000002.TIF」となります。（H15.6.2）

P-10 [DRA]フォルダに写真情報管理ファイルに記入していない参考図ファイルが存在していて
もよいでしょうか。

【例】 DRAフォルダ内の「D0000001.JPG」は「P0000001.JPG」の参考図として
写真情報管理ファイルに記入されている。しかし「D0000002.TIF」は今回の提
出写真データには使われていないが実態ファイルが存在している。

　▶▶▶ 写真情報管理ファイルに記入されていない参考図ファイルは、[DRA]フォルダに格納しな
いようにしてください。（H15.6.2）

P-11 基準（案）では写真の方向を規定していませんが、縦長の写真を採用しても差し支えないで
しょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、写真の縦横については規定していません。撮影対象に応じて縦長の写
真を採用していただいて結構です。（H15.6.2）
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P-12 写真情報管理ファイルの [工事開始日 ]、[工事終了日 ]、[ 撮影年月日 ] のデータ表現は「半
角数字」となっていますので、「-（HYPHEN-MINUS）」が記入できません。

　▶▶▶ 上記の管理項目のデータ表現は、要領（案）[H14.7] では「半角英数字」としており、記
入内容に示しているとおり「-」が利用できます。なお、要領（案）[H16.6] ではデータ表現
を「半角数字」と「-（HYPHEN-MINUS）」に修正しました。（H17.2.18）

P-13 写真情報管理ファイルにおける「DOCTYPE宣言」は次のどちらが正しいのでしょうか。
（1） <!DOCTYPE photodata SYSTEM PHOTO.DTD>
（2） <!DOCTYPE photodata SYSTEM PHOTO02.DTD>

　▶▶▶ （2）が正しい表記です。（H15.6.2）

P-14 正誤表の [写真フォルダ名 ]、[参考図フォルダ名 ] のXML記入例は、修正前が正しいと
思います。パスの指定は相対指定が望ましいと思います。

　▶▶▶ 基準（案）では、相対パスではなく、URIの概念を念頭に規定しています（電子納品に係
わる全ての要領 / 基準に採用しています）。このため、記述方法が旧基準（案）と異なる
のでご注意ください。（H15.6.2）

P-15 写真情報管理ファイルの [付加情報予備 ] の記入規則では特に記載されていませんが、
PHOTO02.DTDでは参考図と対になっているように定義されていますが、複数の記入は
可能なのでしょうか。

　▶▶▶ 参考図が複数あることを想定して、PHOTO02.DTDでは、[ 付加情報 ] のグループが複
数出現できるように規定しています。「付属資料 3 写真情報管理ファイルのXML 記入例

（P43）」に参考図が複数ある場合の例が示されているので、ご覧ください。（H15.6.2）

P-16 写真情報管理ファイルの [工種区分予備 ]などの予備項目に複数の記入事項がある場合、
どのように記入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 複数記入のできない予備の管理項目に複数記入する事項がある場合は、コンマ等の句読
点で区切って記入してください。（H15.6.2）

P-17 基準（案）[H14.7] の「付属資料 3 写真情報管理ファイルのXML記入例」に [工事情報 ]
のグループの記入例が示されていません。記入例を示した方がよいと思います。

　▶▶▶ 基準（案）「付属資料1電子媒体による写真管理項目の記入方法について（P17～ 24）」
に XML 記入例が示されていますのでご覧ください。なお、[ 工事情報 ] のグループは、
電子納品対象工事（要領に従ったファイル構成で納品されるもの）においては、工事管理ファ
イルと内容が重複するため記入を不要としています。（H17.2.18）

P-18 TIFF（G4）形式の参考図を使用した場合、写真情報管理ファイルの [参考図MIME] に
は何を記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）[H14.7] の「付属資料 3 写真情報管理ファイルのXML 記入例（P43）」に
TIFF 形式の記入例（< 参考図 MIME>image/tiff</ 参考図 MIME>）を示しています
のでご覧ください。（H17.2.18）
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P-19 写真情報管理ファイルの [写真区分 ] による [工種 ]、[ 種別 ]、[ 細別 ] の○・△・×に
ついてですが、×は必要なく、全て△でよいと思います。例えば、「着手前及び完成写真」
は工種別に撮ることが多く、「出来形」は種別の写真にも有り、細別に記入するものが無
いのもあるなど、写真を整理する時に不具合があります。

　▶▶▶ ○・△・×は目安です。問題等がある場合は、受発注者で協議し、記入内容を決定してく
ださい。（H15.6.2）

P-20 現在の「写真管理基準（案）」（旧建設省）では、工事写真の撮影に関して、提出頻度と撮
影頻度が設定されており、撮影箇所一覧表で明記されています。しかし、工事写真帳の整
理については、提出頻度を標準とするとなっており、撮影頻度分は、原本（ネガ）は提出
するが、工事写真帳の整理は不要となっています。電子納品の場合は、提出頻度分のみを
[PHOTO]フォルダに格納するのか、それとも撮影頻度分も格納するのでしょうか。もし、
提出頻度分のみを格納することになるのなら、撮影頻度分の原本（ネガ）の提出はどの様
に行えばよいのでしょうか。

　▶▶▶ [PHOTO]フォルダには、「撮影頻度」の写真データを格納してください。「写真管理基準
（案）」では、「提出頻度」の写真は「撮影頻度」の写真の中に含まれます。「撮影頻度」
の写真は、「写真管理基準（案）」の撮影箇所一覧表に示されている頻度（時期）にしたがっ
て撮影される写真です。一方「提出頻度」の写真は、請負者が「撮影頻度」に基づき撮
影した写真のうち、工事写真帳として貼付整理し提出する写真を指しています。（H15.6.2）

P-21 写真管理情報ファイルの[工事箇所]についてですが、土木設計業務等の電子納品要領（案）
[H13.8] の付属資料 4 には「場所」と記述がありますが、ここでいう「場所」とは座標に
なるのでしょうか。

　▶▶▶ 写真情報管理ファイルを設計業務等に置き換えた場合の [ 場所 ] は、座標を記入するので
はなく、調査・業務の対象とする場所を記入ください。

 例えば、国道 1号○○○橋梁の詳細設計を行った場合、「国道 1号○○○橋梁」と記入
してください。（17.2.18）

P-22 電子納品では、工事写真はデジタルカメラを使用しなければならないのでしょうか。銀塩カ
メラで撮影し、フィルムスキャナで電子化したものを納品することは可能でしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、写真データの形式やファイル仕様等を定めており、撮影機材についてデ
ジタルカメラの使用は規定していませんので、銀塩カメラで撮影しフィルムスキャナで電子
化したものの納品は可能です。その際、黒板、スケール等の撮影対象箇所が確認できる
解像度を確保するように注意してください。また、成果品は基準（案）に準じて作成してく
ださい。（H15.6.2）

P-23 工事写真とは異なる生物調査における生物写真のような写真に関して、写真帳形式での納
品を契約書に定められている場合、基準（案）に則して成果品を作成し、納品しなければ
ならないのでしょうか。

　▶▶▶ 工事写真とは異なる写真の取り扱いについては、受発注者で協議し、電子納品の有無を
決定してください。

 基準（案）に則した成果品が作成できる場合、電子納品するようにしてください。（H15.6.2）
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P-24 基準（案）では、有効画素数 100万画素程度とありますが、工事条件でデジタルビデオカ
メラによる静止画像しか撮影出来ないため、有効画素数が42 万画素となり、100万画素
を確保する事が出来ません。この場合は、受発注者で協議し、42 万画素で取り扱うこと
にしてもよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、黒板の文字が確認できる目安の画素数として 100 万画素としています。
各写真の着目点が確認できる画素数になるようにしてください。（H15.6.2）

P-25 写真管理情報管理ファイルの [工事情報 ] の分類は、電子納品対象工事ではタグも作成し
てはいけないのでしょうか。タグを作成しないと、DTDとの整合性が取れなくなってしまい
ます。また、[工種区分予備 ] は複数記入可ですので、DTDファイルでは「*」ではないでしょ
うか。

　▶▶▶ 電子納品対象工事の場合は [ 工事情報 ] の分類の項目は記入しなくて結構です。また、
DTDファイルでは、[ 工事情報 ] を「?」としていますのでタグの作成の有無は任意（ただ
しタグの出現は1回に限る）になります。[工種区分予備]については、正誤表および管理ファ
イルのサンプルをダウンロードしてご覧ください。（H15.6.2）

P-26 写真管理情報管理ファイルの [ 施工管理値 ] に関し、設計寸法に値が記入されていない場
合の表記方法は「高さ : 設計寸法・実測寸法101mm」と「高さ : 実測寸法 101mm」の
どちらが正しい表記になるのでしょうか。

　▶▶▶ 設計寸法に値が無い場合、[ 施工管理値 ] には、「高さ : 実測寸法 101mm」と記入してく
ださい。（H15.6.2）

P-27 H11.8版の写真管理情報管理ファイルの[河川路線名等]が、別紙2.1では「河川・路線名等」
となっており、DTDでは「河川路線名等」になっています。どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ DTDに示している「河川路線名等」が正しいです。（H15.6.2）

P-28 写真情報管理ファイルの [ 写真フォルダ名 ]と [ 参考図フォルダ名 ] の記入内容を「./
PIC」（H11.8 版）から「PHOTO/PIC」（H14.7 版）に改訂した理由を教えてください。

　▶▶▶ 将来的な拡張性を含め、現在の記入規則としています。（H15.6.2）

P-29 写真情報管理ファイルの [工種 ] のデータ表現が全角文字、半角英数字なので、[種別 ][ 細
別 ][ 写真タイトル ][工種区分予備 ]も全角文字、半角英数字なのでしょうか。

　▶▶▶ 上記の管理項目のデータ表現は、全角文字、半角英数字です。「付属資料1 電子媒体に
よる写真管理項目の記入方法について」をご覧ください。（H15.6.2）

P-31 国土交通省で使用する写真閲覧ソフトは指定しているのでしょうか。
　▶▶▶ 特に指定していません。（H16.2.10）

P-32 「新土木積算体系」と「工事写真の撮り方 建築編」の電子データは公開されていないでしょ
うか。

　▶▶▶ 国土交通省では、新土木工事積算大系の工事工種体系に沿った数量集計の様式として
「土木工事数量集計表様式（案）」を公開していますので、http://www.nilim.go.jp/lab/
pbg/sr/suryo.htmをご覧ください。「工事写真の撮り方」に関するお問い合わせは、発
売元にお問い合わせください。（H16.2.10）

http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/sr/suryo.htm
http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/sr/suryo.htm
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P-33 写真情報管理ファイルの [写真ファイル名 ]と [ 写真ファイル日本語名 ]とありますが、こ
れは、場合によっては2つのファイルを作成するのでしょうか。

　▶▶▶ 2 つのファイルを作成する必要はありません。[ 写真ファイル日本語名 ] は、日本語ファイル
名で記述する必要がある場合に記述（任意）するものです。

 例えば、日本語のファイル名で管理をしていて電子納品時に 8.3 形式に変換する際、も
との日本語ファイル名を記録しておきたい場合などに利用してください。 運用中、ならび
に電子成果品の作成におけるファイル名の取り扱いについては http://www.nilim-ed.jp/
qa_sys/admin/ref/q_a05p14.htmをご覧ください。（H15.6.2）

P-34 デジタルカメラで撮影した写真（JPEG）をオリジナルファイルとした場合、写真情報管理ファ
イルの [ソフトウェア情報 ] の各項目には何を記入したらよいのでしょうか。デジタルカメ
ラの型番を記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 写真情報管理ファイルの [ソフトウェア情報 ] の各項目は、写真情報管理ファイルを作成す
るのに利用したソフトウェア名に関する情報を記入することとしています。（H15.6.2）

P-35 デジタル写真の画素数の指定はあるのでしょうか。
　▶▶▶ 黒板の文字が確認できることを指標とし、100 万画素程度としています。（H15.6.2）

P-36 200万画素のデジタルカメラによっては、記録画素数を1600×1200 画素や 800× 600
画素に設定できますが、800× 600 画素の場合は 48万画素になるので、基準（案）に非
準拠となるのでしょうか。また、200 ～ 300万画素で撮影したデジタル写真を100万画素
程度にサイズ変更しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 48 万画素であっても、撮影対象物が確認できれば問題ありません。また、基準（案）では、
黒板の文字が確認できる指標（目安）として 100 万画素程度としています。（H15.6.2）

P-37 写真情報管理ファイルの [ 撮影年月日 ] の項目が「条件付き必須記入」で「品質検査等、
工程上、撮影日が確定している場合に記入する。」となっていますが、記入規則にて「空欄
不可」となっています。撮影日等が確定していない場合（又はわからない場合）何を記入す
ればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。[ 撮影年月日 ] の項目に記入する事項がない場合は、未記入として
ください。（H16.2.10）

P-38 写真情報管理ファイルの [写真区分 ] の項目において、工事でない場合は自由記入になっ
ているので全角16文字以内で何を記入してもよいということでしょうか。または、記入し
てもしなくてもよいのでしょうか。記入する場合は「工事」の場合の項目を記入ということ
でしょうか。写真区分が自由記入となった場合、[工種 ]、[ 種別 ]、[ 細別 ] の記入の可
否はどのようになるのでしょうか。

　▶▶▶ 写真情報管理ファイルの [ 写真 -大分類 ] の項目の記入内容が「工事」以外の場合は、[ 写
真区分 ] の記入内容は、全角文字で16 文字以内で自由記入としています。[ 写真区分 ] は、
条件付き必須となっていますが、記入事項がある場合は記入してください。（H15.6.2）

http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/ref/q_a05p14.htm
http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/ref/q_a05p14.htm
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P-39 [PHOTO]フォルダを複数作成してもよろしいでしょうか。1つのフォルダに200 枚以上の
写真ファイルをまとめて格納したらファイルの区別に支障がでないでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）で定められている以外のフォルダを作成することはできません。各ファイルの内
容は、写真情報管理ファイルの [ 写真情報 ] のグループの各管理項目において確認するこ
とができます。

 なお、[A-59] については、ルート部におけるフォルダ構成の取り扱い事項となっていま
す。ルート部フォルダ、ならびにルート部以下のフォルダの取り扱いに注意してください。

（H15.6.2）

P-40 写真情報管理ファイルの [工種区分予備 ] の取り扱いですが、下記の通りで問題ないでしょ
うか。

【記入内容】
 第 1階層 : 河川土工、第 2 階層 : 掘削工、第 3 階層 : 土砂掘削、第 4 階層 :

aaa、第 5 階層 :bbb
【XML記入例】
  < 工種 >河川土工</工種 >
   < 種別 >掘削工</ 種別 >
   < 細別 >土砂掘削 </細別 >
   < 工種区分予備 >aaa,bbb</工種区分予備 >

　▶▶▶ 上記の記入例で問題ありません（参照 :[P-16]）。（H17.2.18）

P-41 業務においてデジタル写真を基準（案）[H14.7] に準拠して納品する場合、写真情報管理ファ
イルの [ 請負者コード ] はどのように記入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ [ 請負者コード ] を [ 受注者コード ] に読み替えて記入してください。[ 受注者コード ] の記
入に関しては、[D-8] をご覧ください。（H17.2.18）

P-42 写真情報管理ファイルの作成に関する規定はあるのでしょうか。
　▶▶▶ 写真情報管理ファイルの作成にあたっては、記入規則が設けられていますので、基準（案）

をご覧ください。（H15.6.18）

P-43 写真フォルダのファイルを削除した場合、P0000111等のファイル番号は変更できますが、
写真情報管理ファイルの [シリアル番号 ] は手入力で修正しないといけないのでしょうか。
[シリアル番号 ]を自動更新することが可能な方法はあるのでしょうか。

　▶▶▶ テキストエディタを用いて写真情報管理ファイルを作成する場合は、手入力で修正すること
になります。自動更新等は、各ソフトウェアの機能に依存しますので、電子納品支援ソフト
の開発者にお問い合わせください。（H15.8.12）

P-44 画素数の上限は定められているのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）では、画素数の上限を規定していません。撮影対象物が確認できれば問題あ

りません。（参照 :[P-36]）（H17.2.18）
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P-45 基準（案）[H14.7] の P26 写真ファイル日本語名の「記入例」と「XML表記例」について、
「写真ファイル名」はすべて「写真ファイル日本語名」と置き換えて解釈してよいでしょうか。
同様にP33「参考図ファイル日本語名の記入例」、一行目「参考図ファイル名」は「参考図
ファイル日本語名」と置き換えて解釈してよいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、「記入例」と「XML 表記例」を修正します。詳細は正誤表をご覧くださ
い。（H17.2.18）

P-47 写真情報管理ファイルの写真情報 [写真 : 大分類 ]で「工事」を作成した場合、別の写真
に対して「その他」などの大分類を作成してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 写真情報は、写真の毎数分繰り返し登録することとなっているため、写真ごとに管理項目
の記入内容が異なっていても問題ありません。各写真に該当する内容を記入してください。

（H15.9.29）

P-48 [P-22] の回答にて、「銀塩カメラで撮影しフィルムスキャナで電子化したものの納品は可能」
とありますが、銀塩カメラにて撮影した写真を紙面に1枚もしくは複数枚を貼り付けた写真
帳をスキャナで取り込み電子化したものを納品することは可能なのでしょうか。

　▶▶▶ 銀塩カメラにて撮影した写真をスキャナで取り込み電子化したものを納品することは可能
です。ただし、複数枚の写真を1つの写真ファイル（電子データ）として作成しないでくだ
さい。（H15.11.14）

P-49 新土木工事積算大系のレベルの詳細（工種、種別、詳細等の用語）について、Web上で
公開してないのでしょうか。

　▶▶▶ 新土木工事積算大系の解説は、http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/sekisan/
daikei.htmをご覧ください。また、（財）経済調査会から出版されている「新土木工事積
算大系の解説」、「新土木工事積算大系用語定義集」をご覧ください（関連 :[P-32]）。

 （H17.2.18）

P-50 ある地方整備局の写真管理基準（案）[平成 15 年 4月に改訂 ]で「・・監督職員の承諾
があれば工事写真帳の提出を省略できるとなっている」と記載されていますが、平成 14 年
度以前発注工事ではその記述がないため、旧写真管理基準（案）で対応する場合は、工
事写真帳と電子納品を併用しなければならないのでしょうか。

 工期中に新基準が施行された場合は、受発注者協議により、新基準適応として工事写真
帳を省略しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 受発注者で協議の上、決定してください。（H15.11.28）

P-51 [P-50] の回答に関連して、工事写真帳を紙で提出する場合、使用する用紙・プリンタにつ
いても受発注者で協議の上、決定することになるのでしょうか。また、出力用紙・プリンタ
に求められる最低限の要件・基準等があれば教えてください。

　▶▶▶ 出力用紙・プリンタに関する種類の規定は設けていません。（H16.1.22）

http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/sekisan/daikei.htm
http://www.nilim.go.jp/japanese/standard/sekisan/daikei.htm
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P-52 [P-40] と [P-16] に関連して、[工種区分予備 ] 等の複数記入可能項目について、これら
複数記入が可能な項目は、DTD の定義から通常では

  < 工種 >河川土工</工種 >
  < 種別 >掘削工</ 種別 >
  < 細別 >土砂掘削 </細別 >
  < 工種区分予備 >aaa</工種区分予備 >
  < 工種区分予備 >bbb</工種区分予備 >

 の様に <工種区分予備 > を 2 回記述することが望ましく、例外的に
  < 工種区分予備 >aaa,bbb</工種区分予備 >

 の様にカンマ等の記号で区切ることも認められるという認識で問題はないでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘通りの認識で問題ありません。（参照 :[P-16]）（H17.2.18）

P-53 写真管理項目の [写真 -大分類 ] の記入要領の概要には「工事・測量・調査・地質・広報・
設計・その他など写真を撮影した業務の分類」となっています。工事に関しては「工事完
成図書の電子納品要領（案）」に規定されていますが、測量・調査・地質・広報・設計・そ
の他などは全て「土木設計業務等の電子納品要領（案）」によると解釈してよいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の解釈で問題ありません。（H17.2.18）

P-54 基準（案）において、写真管理項目の撮影工種区分 [工種 ]・[ 種別 ]・[ 細別 ] は、 
（1） 土木工事の場合には、新土木工事積算体系のレベル2（工種）・3（種別）・4（細

別）を記入する。 
（2） 但し、新土木工事積算体系にない土木工事や他の工事の場合には対応するレベ

ルのものを正しく記入する。 
 とありますが、 

（1） に関して、新土木工事積算体系のツリー状に繋がる項目から選択しなければなら
ないのでしょうか。あるいは、ツリー状に繋がらない全く別の項目から選択しても
よいのでしょうか。 

（2） に関して、「対応するレベル」の具体例を示していただけないでしょうか。
　▶▶▶ （1）に関しては、新土木工事積算体系のツリー状に繋がる項目から選択して記入してくだ

さい。 
 （2）に関しては、基本的には新土木積算体系に準じて記入することになりますが、特殊

工事の場合は、監督職員から提示された数量表等に示されているレベルに準じるケース
があります。（H16.2.26）

P-55 記録形式「JPEG」の圧縮率を監督員と協議の上決定とありますが、パソコン上での圧縮
率を示すのでしょうか。デジカメの機種によっては圧縮率を変更できる機能もあります。パ
ソコン上とデジカメの機能上、どちらの圧縮率を示すのでしょうか。

　▶▶▶ JPEG の圧縮率は、デジタルカメラで設定する圧縮率を指しています。（H16.2.26）

P-56 発注者との協議の際に、デジタル写真は 300万画素非圧縮で提出するよう義務づけられま
した。要領（案）の記載は100万画素以上となっていますが 300万画素で提出しないとい
けないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では、黒板の文字が確認できる目安の画素数として 100 万画素としています。
撮影対象が確認できる画素数が目安になります。受発注者の協議により画素数を定めた
場合、それに従ってください。（H16.3.16）
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P-57 基準（案）では、「電子媒体で提出する場合は、写真管理基準（案）に示される撮影頻度
に基づくものとする。」とあり、電子媒体に格納する写真の頻度についての規定があります。
電子納品の際に、同時に紙写真を二重提出させる規定はあるでのしょうか。または、電子
納品されれば、紙写真での提出は全く不要として運用していますでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品と同時に紙写真を二重提出させる規定は設けておりません。基準（案）に準じて
作成した電子成果品が原本となります。（参照 :[P-50]）（H16.3.16）

P-58 写真管理項目に「大分類・写真区分・工種・種別・細別」とありますが、細別の次にもう
ひとつ項目を作成しツリーの中に加えてもよいでしょうか。

　▶▶▶ 管理項目の変更・追加は行わないでください。写真情報に関する補足項目は、その他の [ 写
真情報予備 ] 等を利用して記入するようにしてください。（H16.4.28）

P-59 写真を後から追加したり削除した場合、ファイル名やシリアル番号は連番で修正しなくては
ならないのでしょうか。後から写真を追加した場合のファイル名は最後の番号に続けて、シ
リアル番号は並べ替えさせる為に、既存の番号に挿入させる等、ファイル名（番号）とシリ
アル番号はそろわなくても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ ファイル名とシリアル番号が連番で対になっている関係が望ましいですが、欠番やファイ
ル番号とシリアル番号が一致しなくなることも想定されていますので、必ず対関係である
必要はありません。（H16.4.28）

P-60 [ 施工管理値 ] に設計値・実測値を入力したのですが、文字数が 127 文字を超えてしまい
ます。このような場合に、施工管理値を説明文の項目に入力してもよいでしょうか。

　▶▶▶ [ 施工管理値予備 ] または [ 請負者説明文 ] の項目に記入してください。（H17.2.18）

P-61 1つの写真ファイルに2つ以上のシリアル番号を振っても問題ないでしょうか。つまり、違
うシリアル番号でも同じ写真ファイル名（つまり同じデータ）を使用してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 1つの写真ファイルに1つのシリアル番号を基本として運用してください。基準（案）で規
定しているDTDに準じて管理ファイルを作成してください。（H16.4.28）

P-62 撮影工種区分には「写真 -大分類」、「写真区分」、「工種」、「種別」、「細別」しかありませんが、
「工事区分」が複数ある場合は、どのように入力すればよいでしょうか。

 例えば、トンネル工事の場合、「工事区分」に”トンネル（NATM）”と”道路改良”とい
う項目があり、それぞれに「工種」「種別」「細別」があります。

　▶▶▶ 主たる工事区分の情報を [ 工種 ][ 種別 ][ 細別 ] に記入し、副となる工事区分の情報を [ 工
事区分予備 ] に記入してください。（H16.4.28）

P-63 最新の数量集計様式（案）のホームページアドレスを教えてください。
 また、電気通信設備編の工種名・種別名・細別名が載っている資料があれば、それについ

てもホームページアドレスを教えてください。
　▶▶▶ 数量集計様式（案）は、http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/sr/suryo.htmに示すホームペー

ジにて公開しています。
 また、電気通信設備編では、ご指摘の工種体系ツリーに相当する資料はございません。

共通仕様書の項目等をご参照ください。（参照 :[C-122]）（H17.2.18）

http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/sr/suryo.htm
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P-64 参考図タイトルの入力は基準（案）では条件付き必須になっていますが、参考図がある場
合は必須記入と考えてよろしいのでしょうか。それとも、場合によっては記入しなくても問
題ないのでしょうか。

　▶▶▶ 参考図を格納する場合は、参考図タイトルの入力は必須となります。（H16.5.24）

P-65 大分類が「工事」以外の場合で写真区分を自由記入しました。その後の [工種 ]・[ 種別 ]・
[ 細別 ] の記入も自由記入してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 工種以下の分類が明確に記入可能であれば、記入するようにしてください。（H16.6.4）

P-66 電線共同溝工事や情報ボックス工事内における、「着工前測量」や「騒音・振動調査」で
状況写真のフォルダ整理を行う場合、撮影工種区分は [写真 -大分類 ] の「工事」なのか、
それとも「測量」・「調査」なのか、教えてください。

　▶▶▶ 工事の発注となりますので、[ 写真 -大分類 ] は「工事」と記入してください。（H16.6.4）

P-67 平成 16 年 3月に「パブリックコメント用」と右肩に記入されている基準（案）が国土技術
政策総合研究所のホームページに掲載されていましたが、現在本ホームページには、平成
14 年 7月版しか掲載されていません。どちらが最新版なのでしょうか。

　▶▶▶ 「パブリックコメント用」と記入されている基準（案）は、基準（案）の改訂に向けて広く
皆様から意見をいただくために作成し、公開していた資料です。現在は、基準（案）の改
訂版 [H16.6] を公開していますので、適用時期に従い最新版の基準（案）をご利用ください。

（H17.2.18）

P-68 基準（案）の「工種・種別・細別」の管理項目記入方法について、写真分類が「着手前及
び完成写真」の場合記入は不要。空欄とするとありますが、1つの工事区分につき多数工
種が存在する維持工事の場合、工種別の着手前及び完成写真の扱いはどのようにすればよ
いでしょうか。

　▶▶▶ 写真情報は、写真の1 枚ごとに作成してください。また、写真分類が「着手前及び完成写
真」の場合、「工種・種別・細別」の管理項目に記入できる情報があれば記入してください。

（H16.6.16）

P-69 基準（案）[H16.6] について、P7の「5.ファイル命名規則」の「解説」にある「オリジナルファ
イルの通し番号」とは、何を指しているのでしょうか。

　▶▶▶ 「オリジナルファイルの通し番号」とは、ファイル命名規則の「nnnnnnn」を指しています（例 :
「Pnnnnnnn.JPG」の「nnnnnnn」を指す）。（H16.7.27）

P-70 基準（案）[H16.6] の『3. 写真管理項目』の「適用要領基準」について、入力すべき上位
の要領（案）別に正式名称を列挙していただけないでしょうか。

　▶▶▶ 「土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6]」と「工事完成図書の電子納品要領（案）
[H16.6]」は、「土木 200406-01」を記入、同電気通信設備編では、「電通 200406-01」と
記入してください。

 また、平成 16 年 10月以降、機械設備工事編に適用する場合は、設計業務等は「機械
200403-01」、工事（個別管理項目の追記版）は「機械 200403-02」と記入してください。

（H16.8.9）
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P-71 基準（案）[H16.6] の『3. 写真管理項目』の「代表写真」について、必要度が「○ : 条件
付き必須記入」ですが、1件でも内容が「1」が記入された写真情報がある場合に、他の
代表写真ではない写真情報の「代表写真」項目は省略しても構わないでしょうか。それと
も他すべてに内容「0」を記入すべきでしょうか。

　▶▶▶ 代表写真ではない「写真管理項目」の写真情報の「代表写真」は未記入としてください。
（H16.8.9）

P-72 写真管理区分出来形管理の場合に施工管理値で複数の規格があった場合、XMLの記述と
して1規格目と2 規格目の区切りには何を記入したらよいのでしょうか。XML記入例には
1規格の場合のみの例しかありません。

 例 :< 施工管理値 >厚さ : 設計寸法 100mm・実測寸法 110mm ここに何を記入するので
しょうか幅 : 設計寸法 500mm・実測寸法 505mm</ 施工管理値 >

　▶▶▶ 基準（案）[H14.7] における写真管理項目の施工管理値で複数の規格がある場合「、（全
角文字）」を記入して区切ってください。規定の文字数を超える場合は、[ 施工管理値予備 ]
に記入してください。（参照 :[P-60]）（H17.2.18）

P-73 工種・種別・細別（工事）について、基準（案）[H16.6] では「工種・種別・細別」の管
理項目記入方法について、写真分類が「着手前及び完成写真」の場合×、記入は不要。
空欄とするとあります。しかし、[P-68] によると「記入できる情報があれば記入してください。
（H16.6.16）」となってます。どちらに準拠すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、基準（案）[H16.6] の管理項目の記入内容では、「×: 記入は不要で空欄。」
としています。[P-68] では、1つの工事区分につき多数工種が存在する工事の場合につい
て、記入できる情報があれば可能な限り記入するようお願いしています。（H16.9.3）

P-75 工事施工中の段階確認時の写真は「PHOTOフォルダ」に格納する必要はあるのでしょうか。
その必要がある場合は、写真区分は何になるのでしょうか。ちなみに、段階確認書の添付
書類として「OTHRSフォルダ」には段階確認時の写真を格納しています。

　▶▶▶ [PHOTO]フォルダには、写真管理基準（案）の対象となる写真を格納します。ご指摘の
写真が同基準（案）の撮影頻度と提出頻度に準じて撮影したものであれば [PHOTO]フォ
ルダへ格納する対象となります。（H16.10.4）

P-76 基準（案）[H16.6]で、参考図がない場合は「DRA」サブフォルダは作成しなくてもよいとなっ
てますが、表 3-1写真管理項目では [参考図ファイル名 ] および [参考図タイトル ] が必
須記入になっています。

　▶▶▶ 写真管理項目では、[ 参考図ファイル名 ] および [ 参考図タイトル ] の記入内容に、『・・・・・・
参考図を請負者が作成している場合に記入する。』と記載しています。参考図がある場合
には、「DRA」サブフォルダを作成し、写真情報の付加情報の[参考図ファイル名]および [参
考図タイトル ] を必ず記入してください。（H16.11.16）
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P-77 平成16年10月以降に契約した工事の場合、デジタル写真管理情報基準（案）[H16.6]に従っ
て電子納品成果品を作成することになっていますが、支援ソフトが未対応である等の理由
により、古い基準（案）[H14.7] を適用してPHOTO.XMLを作成しました。このファイル
をチェックシステムにてチェックすると、エラーメッセージは出ませんが、「○年△版の要領
案で作られています」とメッセージがでます。このようなケースの場合、どのような対応を
すべきでしょうか。PHOTO.XMLを再度作り直すことになるのでしょうか。

　▶▶▶ 平成 16 年 10月以降に契約した工事では、デジタル写真管理情報基準（案）は H16.6 版
を適用することとなり、写真管理項目（写真管理ファイル、PHOTO.XML）の内容が一部
改訂されていますので、ご指摘の場合、新基準（案）に基づき作成し直すことが必要にな
ります。サブフォルダの「PIC」フォルダに格納する写真ファイルや「DRA」フォルダに格
納する参考図ファイルの、命名規則は変更になっていませんので、そのまま利用できます。

 上記に対応できない場合は、受発注者協議により、基準（案）のバージョンを決定してく
ださい。なお、電子納品チェックシステムでは、上位の要領（案）（土木設計業務、工事
完成図書）が [H16.6] の場合、デジタル写真管理情報基準（案）[H16.6] 以外のバージョ
ンで作成するとエラーとなりますので、受発注者相互で留意してください。（H17.1.12）
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最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/

http://www.nilim-ed.jp/
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適用

B-108、B-49、B-31

各資料の取り扱い

B-115、B-92、B-31、B-5、A-76

電子媒体

B-44

フォルダ構成

B-64、B-63、B-44

ファイル命名規則

B-64、B-6

管理ファイル

B-107、B-106、B-91、B-90、B-84、B-56、B-27、B-26、B-4、B-1、CH-235、CH-227、
CH-186、CH-113、CH-36

ファイル形式

該当するデータがありません。

ボーリング柱状図編

B-100、B-97、B-94、B-89、B-88、B-87、B-71、B-70、B-69、B-68、B-67、B-66、
B-65、B-55、B-54、B-53、B-52、B-51、B-50、B-45、B-43、B-42、B-38、B-37、B-36、
B-33、B-32、B-30、B-23、B-18、B-17、B-16、B-15、B-14、B-13、B-9、B-8、B-7、B-6、
CH-218、CH-212、CH-121、CH-114

小分類目次
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地質平面図編

B-102、B-95、B-79、B-75、B-72、B-39、B-29、CA-537、CH-134

地質断面図編

B-109、B-103、B-102、B-95、B-79、B-75、B-73、B-30、B-29、B-7、B-5、B-3、B-2、
CA-537、CH-134、CH-132

コア写真編

B-90、B-22、B-21

土質試験及び地盤調査編

B-119、B-118、B-117、B-116、B-114、B-113、B-112、B-111、B-110、B-107、B-106、
B-105、B-104、B-101、B-99、B-98、B-96、B-92、B-91、B-89、B-85、B-83、B-82、
B-81、B-80、B-78、B-76、B-74、B-64、B-63、B-61、B-59、B-58、B-57、B-56、B-49、
B-48、B-47、B-46、B-40、B-35、B-34、B-31、B-27、B-26、B-25、B-12、CH-242、
CH-241、CH-240、CH-231、CH-230、CH-229、CH-228、CH-226、CH-225、CH-224、
CH-223、CH-222、CH-221、CH-220、CH-213、CH-211、CH-210、CH-204

運用他

B-112、B-91、B-87、B-86、B-83、B-81、B-72、B-65、B-55、B-44、B-41、B-39、
B-38、B-37、B-36、B-35、B-32、B-29、B-26、B-25、B-17
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B-1 配布されているDTDには、[DTDバージョン ]という項目がありますが問題ないのでしょ
うか。

　▶▶▶ DTDでは、[DTD バージョン ] を属性情報として次のように定義しています。
---<BRG0140.DTD>-------------
<!ATTLIST BORING DTD_version CDATA #FIXED1.40>
------------------------------
また、各管理ファイル（XML）では、次のように表記します。
---<BORING.XML>--------------
<BORING DTD_version=1.40>
-----------------------------

 （H16.2.10）

B-2 地質断面図の簡略柱状図には凡例を示す必要があるのでしょうか。
　▶▶▶ 要領（案）では、地質断面図の記載に当たっては簡略柱状図の凡例も図示することとなっています。

凡例も併せて表示し、パターンを示すものは凡例を参考にするようにしてください。（H16.2.10）

B-3 地質断面図のレイヤ名について、レイヤ構成で構成要素の断面図の地質情報では地層・岩
体区分の分布の着色、ハッチのレイヤ名はS-BGD-BNDFに続けて数字が 0～ 9までつ
くかと思います。この場合は、10 色または10 パターンの区別ができますが、これ以上の
区別をしたい場合、どのようにしたらよいでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、地層・岩体分布を記載する場合「BNDF」レイヤのみを使用する（全てのハッ
チパターンをBNDFの1レイヤに記載する）こととしており、地層・岩体区分ごとの添字
つきのレイヤ細分を認めてはいません。しかしながら、地層・岩体区分ごとにレイヤ細分
を必要とする場合は、受発注者で協議し、適宜設定してください。（H16.2.10）

B-4 [BORING]フォルダにDTDファイルも格納する必要があるのでしょうか。
　▶▶▶ [BORING]フォルダには BRG0140.DTDを格納してください。（H16.2.10）

B-5 地質断面図の作成について、1枚のCAD図面に縦断図、位置図、凡例を描いてもよいでしょ
うか。

　▶▶▶ 1 枚の図面に縦断図、位置図、凡例を合わせて記載していただいても結構です。具体的
な取り扱いについては、受発注者で協議し、決定してください。（参照 :「現場における電
子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 地質・土質調査編 ]」P19）（H17.2.18）

B-6 ボーリング交換用データのファイル名称は、ファイル名 8文字以内 +拡張子3文字以内で
あれば問題ないと解釈してよいでしょうか。

　▶▶▶ ファイル命名規則は、ISO9660レベル1の 8.3 形式に基づいて定めています。8.3 形式は、
「ファイル名部分 8 文字以内 +. 拡張子部分 3 文字以内」です。（H15.6.2）

B-7 簡略柱状図の旗揚げで、今までは位置情報として測点情報（測点No.5+10.0 L-5.0m等）
を併記してきましたが、今後はこの測点情報は併記はできないのでしょうか。もし併記でき
るとすれば、どのように併記すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 旗揚げ部分に測点情報を追加していただいても結構です。また、測点情報を示す位置に
ついては特に規定しませんので、凡例で測点情報の記入内容や位置等について説明する
ようにしてください。（H17.2.18）
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B-8 A様式 : 標題情報で同一業務の中で調査対象が異なるような場合は、どのように記入すれ
ばよいでしょうか。例えば、ボーリング地点ごとで記入、あるいは業務全体で代表的なも
のを記入するのでしょうか。

　▶▶▶ ボーリング交換用データはボーリング柱状図 1本につき1つのデータ（ファイル）を作成す
る必要があります。したがって、A 様式のデータはボーリング柱状図 1本ごとに1つ作成
されることになり、ボーリングごとに調査対象をそれぞれ記入してください。（H15.6.2）

B-9 掘進角度 0度鉛直下方の場合、A様式 : 標題情報の [ 掘進角度 ]と [ 掘進方位 ] にはど
のように記入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 掘進角度 0 度鉛直下方の場合は、掘進角度、掘進方位ともに「0.00」と記入してください。
（H16.2.10）

B-12 電子データシートの作成に関し、要領（案）では「また、1つのデータシートに複数の試料
の試験データを含めてはならない。」とあります。従来通り、1シートに3～ 6 試料のデー
タがある帳票形式はだめということになるのでしょうか。

 例えば T-1・T-2・T-3 試料の土粒子の密度試験データシートは同じ内容のファイルが名前
を変えてTS001001.PDF、TS002001.PDF、TS003001.PDFと3つあるという形でい
いのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、電子データシート（PDFファイル）は 1試験、1試料ごとに1つのファイ
ルを作成することとしています。このため、1試験に対し複数の試料のデータがある場合、
試料ごとに分割してファイルを作成してください。（H16.2.10）

B-13 ボーリング本数が当初の本数より少なくなった場合、発注者の指示でボーリング番号に
欠番があるときはどうすればよいのでしょうか。例えば、当初 B-1～ B-4が、B-1、B-2、
B-4とB-3が欠落した場合など。

　▶▶▶ ボーリング名については B-1、B-2、B-4 など欠番があっても問題ありません。ただし、ボー
リング連番については必ず連番としてください。（H16.2.10）

B-14 海上ボーリングの櫓はスパット台船を多く使用していますので、これを対象に加えたらどう
でしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] より、櫓の種類コードに台船の項目を追加しました。（H17.2.18）

B-15 土質・岩種の図模様は、要領（案）に記載しているものでないと電子納品にならないでしょ
うか。オリジナルの図模様は使用できないでしょうか。

　▶▶▶ 土質・岩種の図模様は、要領（案）に記載しているもの基本として、現場の地質状況に応
じて自由に設定していただいて結構です。（H16.2.10）

B-16 A様式 : 標題情報の文字データ（件名など）の長さに規定はないのでしょうか。
　▶▶▶ 要領（案）ではボーリング交換用データの文字数について特に規定していませんが、ボー

リング柱状図の出力様式に記入できる範囲で文字数を設定する必要があります。したがっ
て、標題情報については、全角127 文字（255 バイト以内）程度を目安としてください。

（H16.2.10）
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B-17 ボーリング交換用データの形式がCSVからXMLに変更されておりますが、この交換用デー
タの提出先や提出方法は、どのように対応したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 特記仕様書に電子納品が指示されている場合には、適用されている「地質調査資料整理
要領（案）」の版に従って成果品を作成し、発注者に提出してください。この場合、旧来
のFD データを（財）日本建設情報総合センターへ送付しなくて結構です。（H16.2.10）

B-18 電子簡略柱状図のCADデータの尺度について、要領（案）では「CAD図形は拡大・縮小に伴っ
て文字の大きさが変化してしまうことを考慮し尺度は1:100を基本とする」とあります。ま
た「電子簡略柱状図においては、メートル単位として1単位 =1mとする」とあります。こ
れはCADでの作図をメートル単位で、すべて実寸の1/100 の大きさで作図するということ
でしょうか。

例）実寸で「1mの長さ」は、CADでは「0.01」で作図
　▶▶▶ CADは実寸で作図するのが基本であるため、ここで言う1/100という尺度とは CAD デー

タを紙に出力した場合の尺度を表します。CAD データは 1単位 1mで作図し、紙に出力
する場合は 1/100 のスケールで出力してください。また、1/100スケールで出力することを
想定し、文字の大きさを調整してください。（参照 : 要領（案）[H16.6]P2-10）

 なお、電子簡略柱状図の尺度は地質断面図での利用を想定していますので、地質断面図
の尺度を考慮する形で、電子簡略柱状図の尺度を受発注者間協議により、任意に設定し
ても構いません。（参照 :「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 地質・
土質調査編 ]」P11）（H17.2.18）

B-21 コア写真整理結果を作成する際、掘削深度を変更しなければなりませんが、写真編集用ソ
フトで編集してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 写真編集用ソフトで編集しても構いませんが、編集は必要最低限に留めてください。
（H15.6.2）

B-22 有効画素数 200万画素以上のデジタルカメラを用いて撮影した際、コア写真の200万画
素程度の規定に準じたサイズに編集しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ ファイルの表示・印刷等が困難になる、あるいはファイル容量が極端に大きくなるなど、解
像度が大きいことにより問題が発生する場合は、必要に応じて解像度を落とした形でファ
イルを作成してください。上記問題が特に発生しない場合は、200 万画素以上の解像度で
も構いません。（H15.6.2）

B-23 ボーリング柱状図のXMLファイル作成で、「港湾局指定コード」の調査者に関する指定コー
ドはどこで入手できるのでしょうか。

　▶▶▶ 調査者に関する「港湾局指定コード」は、現在使用していないため、記入の必要がありま
せん。要領（案）[H16.6] において「港湾局指定コード」は削除しました。（H17.2.18）

B-25 要領（案）[H15.7] について、[TEST]フォルダに「試料供試体写真情報」として、「デジ
タル試料供試体写真ファイル名」を記入するようになりました。この供試体写真は、一軸
圧縮試験、三軸圧縮試験のような、力学のみに限定したものなのでしょうか。それとも、
土粒子の密度、含水比試験等の、物理試験も対象になるのでしょうか。

 仮に、物理試験も対象となる場合、要領（案）の（6-24）ページに記述されている「8-1 対
象とする写真」に、「試験前、試験後を問わず、試験に供した試料、供試体を撮影した写
真を対象とする」とあるように、土粒子の密度試験や、含水比試験の場合でも、試験前 ,
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試験後の両方を撮影するのでしょうか。その場合、どのような様式で撮影すればよろしい
のでしょうか。

　▶▶▶ 試料・供試体写真の電子納品対象は、従来までの紙の報告書で納品していた写真の種類
と何ら変わるものではありません。

 物理試験、力学試験を問わず、全ての試験が対象となります。
 試験前後の写真の撮影については、供試体の破壊を伴うなど試験前後の写真の提出が

望ましい場合のみ対象となります。それ以外はどちらか一方の写真のみ提出してください。
 また、デジタル写真の様式については、要領（案）[H15.7] では P6-24、要領（案）[H16.6]

では P6-25 をそれぞれご参照ください。（H17.2.18）

B-26 「試験前、試験後を問わず、試験に供した試料、供試体を撮影した写真を対象とする」の
であれば、要領（案）[H15.7]P6-7にある「3-2 土質試験及び地盤調査管理ファイルに含
める項目」の「デジタル試料供試体写真ファイル名」の記述の仕方は、どのようになるの
でしょうか。記述する数にN回と書かれておりますが、

a:N 回と書かれた内容全てを、「試験前、試験後」の分、同じ内容を2回繰り返す。
b:「試料供試体写真情報」のみを、2回繰り返す。

 のどちらが正しいのでしょうか。
　▶▶▶ 「試料供試体写真情報」のみを、2 回繰り返す形で記入してください。詳細については、

要領（案）[H15.7]P6-27～ P6-31をご参照ください。（H17.2.18）

B-27 BORING\TEST\GRNDTST.XMLファイルについて、要領（案）では、[データシート
交換用データ ] は「提出可能な場合のみ納品」とあるため空欄としましたが、チェックシス
テムでチェックしてみるとエラーが出ます。

　▶▶▶ [データシート交換用データ] の内容を空欄とすることは誤りではありません。
 チェックシステムVer3.5 ではエラーとなりますが、チェックシステムVer3.51よりエラーとな

りませんので、最新のチェックシステムをご利用ください。（H17.2.18）

B-29 要領（案）[H15.7]では、レイヤーごとの線色が示されていませんのでCAD製図基準（案）
に従うものと思われますが、要領（案）に示されている図（例えば P3-6）ではCAD製図
基準（案）（付属資料P180）と整合しません。線色はどのように決めればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 地質学的属性を表す記号については、「JIS A 0204 地質図 - 記号 , 色 , 模様 , 用語及び凡
例表示」に従い、着色してください。詳細については、要領（案）[H15.7] では P3-29 ～
P3-39、要領（案）[H16.6] では付属資料 4 をご確認ください。図枠など上記以外のもの
については、「CAD 製図基準（案）」に準拠し、着色してください。（H17.2.18）

B-30 地質断面図の簡略柱状図の標高表示について、要領（案）[H14.7]P4-16では「T.P.=XXm」、
要領（案）[H15.7]P4-14では「T.P. XXm」となっており、修正されています。

 利用している市販の柱状図作成ソフトが要領（案）[H15.7] の様式に対応していない場合、
従来までの様式でデータを作成しても問題ないのでしょうか。

　▶▶▶ 簡略柱状図における標高の表記方法については、要領（案）[H15.7] に従うことが望まし
いですが、市販ソフトウェア未対応ということであれば、従来までの表記方法でも構いま
せん。（H17.2.18）
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B-31 [B-25] の関連した質問です。試料・供試体写真の取り扱いに関し、顧客からの特別な指
示がない限り、室内試験における物理試験の写真は、試料ごとには撮影せず、試験毎に
代表で1枚撮影し、それを成果品に添付しています。

 例えば含水比試験を50 試料分実施する場合、含水比試験の写真は代表で1枚撮影してい
ます。電子納品の場合は、含水比試験写真を、試料毎に計 50 枚撮影しないといけないの
でしょうか。それとも、代表で1枚撮影したものを、要領（案）「デジタル試料供試体写真ファ
イル名」に準じて、同じファイル名を繰り返し50 試料分指定すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 試料・供試体写真は、発注者から指示があるものを提出してください。発注者から特に
指示がない場合は、撮影した写真を提出するようにしてください。

 「デジタル試料供試体写真」は試験の実施状況写真というよりも、試料・供試体の色、
状態等を判別するための写真としてその納品仕様を定めています。したがって、全ての試
験で試料・供試体写真を提出する必要はありませんが、試料・供試体の状態を写真によ
り報告することが望ましい場合には撮影し、提出するようにしてください。

 また、「土質試験及び地盤調査管理ファイル」に記入する「試料番号」と「デジタル試料
供試体写真ファイル名」は必ず対応するようにしてください。（H16.2.10）

B-32 孔内水平載荷試験を行ったら、地盤の強度が大きかったため降伏圧力が求められません
でした。値が得られなかったため、ボーリング交換用データには空ノードを記述したところ
チェックシステムでエラーになりました。ボーリング交換用データに限ったことではありませ
んが、電子納品において、データがない項目のノードは出力しなくてもいいのでしょうか。

　▶▶▶ ボーリング交換用データでは、降伏圧力の記入必要度は必須となっていますので、空ノー
ドを記述したり、ノードを省略したりした場合は、チェックシステムでエラーとなります。
孔内水平載荷試験に限らず、各種試験・計測において、測定不能、計測不能、算定不能
の場合は、試験・計測未実施と区分できるように「-1」を記入してください。チェックシス
テムVer3.5ではエラーとなりますが、チェックシステムVer3.51よりエラーとなりませんので、
最新のチェックシステムをご利用ください。 （H17.2.18）

B-33 ボーリング交換用データ（BEDnnnn.XML）の [ 土質岩種区分_分類コード 1] が 99999
の場合、[土質岩種区分_ 土質岩種記号 1] は何を記入すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 土質・岩種区分において、分類コード 99999 を使用する場合、○○岩など土質・岩石名
称を表す「土質・岩種区分」と「土質・岩種記号」を合わせて記入することとなります。

 「土質・岩種記号」には、「土質・岩種区分」で記入した土質・岩石名称に対応した記号を
記入してください。「土質・岩種記号」は、使用文字の規則に従いデータ作成者が独自に
定義することが可能です。（H16.2.10）

B-34 共通 DTD標準情報（T_IND_01.DTD）についてですが、規格番号と基準番号の順序に
矛盾が生じています。

[要領（案）の記載 ]
 <!ELEMENT 標題情報
  <!ELEMENT 試験コード （#PCDATA）>
  <!ELEMENT 試験名称 （#PCDATA）>
  <!ELEMENT 基準番号 （#PCDATA）>
  <!ELEMENT 規格番号 （#PCDATA）>
 （以下略）
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[ 訂正 ]
   <!ELEMENT 試験コード （#PCDATA）>
   <!ELEMENT 試験名称 （#PCDATA）>
   <!ELEMENT 規格番号 （#PCDATA）>
   <!ELEMENT 基準番号 （#PCDATA）>

           （以下略）
　▶▶▶ ご指摘のとおり、要素の順序は、「規格番号」、「基準番号」となります。正誤表をご覧く

ださい。
 なお、T_IND_01.DTDにおいて要素の順序は、

（1）  <!ELEMENT 標題情報 （試験コード, 試験名称 , 規格番号 ?, 基準番号 ?, 調査
件名 ,  ・・・

 で定義されております。XML文法上では、
   <!ELEMENT 規格番号 （#PCDATA）>
   <!ELEMENT 基準番号 （#PCDATA）>

 の順序は必ずしも（1）に一致させる必要はないので、DTDに誤りがあるわけではありま
せん。公開しているDTDをそのまま利用することができます。

 （H15.9.29）

B-35 CBR 試験（5箇所）だけの調査業務で電子成果品を作成する場合、ボーリング調査を行
わない試験のため、\BORING\TESTフォルダのみ試験データが入るようになりますが、
問題ないのでしょうか。

　▶▶▶ 問題ありません。
 チェックシステムVer3.5 ではエラーとなりますが、チェックシステムVer3.51よりエラーとな

りませんので、最新のチェックシステムをご利用ください。 （H17.2.18）

B-36 [B-20] の回答で、「コア形状区分の記号の記載に当たっては、アルファベット大文字の I,V,X
を組み合わせて・・・」と記載されていますが、要領 [H15.7] の P2-72には対応するコー
ド表が記載されています。電子納品を行う際は、どちらを利用すればよろしいでしょうか。

　▶▶▶ ボーリング交換用データの「コア形状区分」の記載に当たっては、要領案 P2-72 に従い「下
端深度」、「コア形状区分（コード）」を記入します。「コア形状区分（コード）」は表 8-29、
8-30 のコード表を参照してください。 

 表 8-29、8-30 以外の「コア形状区分」を用いる場合は、「コア形状区分判定表」を別途
定義する必要があります（表 8-31、8-32 参照）。この場合、「記号」としてローマ 数字の I, 
V, Xを使用する場合はアルファベット大文字の I, V, Xに置き換えるようにしてください。 

 （H16.2.10）

B-37 岩盤ボーリングでは上部が未固結堆積物の場合、「コア形状区分」、「割れ目区分」、「RQD」
などの記載は行わないのが一般的ですが、ボーリング交換用データでコア形状区分、割れ
目区分、RQDを空欄にすると、チェックプログラムでエラーが発生します。

 「コア形状区分」、「割れ目区分」、「RQD」などを空欄にしたまま、エラーを回避する方法
はないでしょうか。

　▶▶▶ ボーリング交換用データの「硬軟区分」、「コア形状区分」、「割れ目区分」、「風化区分」、「変
質区分」の記載を空欄にする場合は、コード「0」を記入してください。 また、「最大コア長」、

「RQD」については空欄としてください。チェックシステムVer5.0よりエラーとなりませんの
で、最新のチェックシステムをご利用ください。 （H17.2.18）
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B-38 孔内水位が存在しないので、孔内水位を空欄にしました。このとき、「水位種別」を91（水
位種別コード 1:90、水位種別コード 2:1）とすると、チェックプログラムでは、<孔内水
位 _孔内水位 >で「内容が記述されていません。」とエラーが表示されます。

　▶▶▶ 孔内水位が存在しない場合、< 孔内水位 _ 孔内水位 >には、「-99.99」を記入してください。
（H17.2.18）

B-39 要領（案）ではCADデータの背景色の設定について記載されていませんが、地層・岩体
区分の境界線等を黒で書いた場合、背景色は白になると思われます。

 一方で、CAD製図基準（案）では背景色が黒のため、平面図では等高線の主曲線等は白
となっています。この場合、背景色が白、地層・岩体区分の境界線が黒、等高線が白とな
り、プレビューで一部情報が見えなくなります。どのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 線色については背景色と同じとなる場合、CADソフトで適宜調整することとなります。
「CAD 製図基準（案）」[H15.7 版 ]P226 をご参照ください。

 平面図等を CAD データで納品する場合、背景色を黒、地層・岩体区分の境界線を白に
設定してください。（H17.2.18）

B-40 要領（案）[H15.7]P6-13の 4-4ファイルに含めるデータシートの数量の【解説】において、「デー
タシートが複数の様式によって構成されている場合は、1つの電子データシートに複数のデー
タシートを含めてよいこととする。1つの電子データシートのファイル（PDFファイル）に分割
してはならないものとする。」とありますが、これはどういう場合のことを指すのでしょうか。例
えば、土粒子の密度試験では複数の試料の試験結果を併記してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 電子データシートのファイルを作成する場合には、必ず 1ファイルに1試料の試験結果の
み記載するようにしてください。（H17.2.18）

B-41 「液性限界・塑性限界」の結果が「NP」になったものがありました。この結果に基づきXMLファ
イルを作成し、チェックシステムを実行すると、エラーとなってしまいました。要領（案）[H15.7]
では、液性限界・塑性限界は「整数部 4 桁まで、小数点以下1桁」の実数と記述があり
ますが、試験結果が「NP」の場合は、XMLファイルはどのように記述すればよろしいので
しょうか。

　▶▶▶ 「液性限界」、「塑性限界」等の試験結果で NP の場合は -1と記入してください。
 チェックシステムVer3.5 ではエラーとなりますが、チェックシステムVer3.51ではエラーとな

りませんので、最新のチェックシステムをご利用ください。（H15.11.14）

B-42 土質分類の項目を見ると、岩石質材料として岩盤（軟岩・硬岩など）と玉石が分類項目とし
て挙げられていますが、「転石」が記載されていません。JISにおいても、転石が分類対象
となっていませんが、建設工事でトラブルの原因や地盤評価ミスの原因となりやすい転石が
分布する場合、ボーリング柱状図でどのように表現すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 「土質・岩種区分」の記入に当たっては、要領（案）のコード表を利用する必要があります。
礫、玉石、硬岩などコード表にある土質・岩種区分を記入してください。

 転石を特記する必要がある場合は、「観察記事」に記入してください。（H15.11.28）

B-43 岩級区分や硬軟といった判定表がある項目について、判定表にコード等の記述をした上で「A
～B」のような設定をしてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 岩級区分判定表、硬軟区分判定表などの判定表で、コードと記号、説明の関係づけを定
義していただければ、記号は任意に設定していただいて結構です。（H15.11.28）
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B-44 [BORING]フォルダのサイズが大きくなり複数の媒体に分割して格納する場合、DATA、
LOG、DRA、PIC、TEST、OTHRSのサブフォルダは [BORING]フォルダが格納され
る全ての媒体に作成しなければならないのでしょうか。または、どれか1つの媒体に存在
すればいいのでしょうか。

 全ての媒体にサブフォルダを作成しなければならない場合、コア写真管理ファイル
（COREPIC.XML）や土質試験及び地盤調査管理ファイル（GRNDTST.XML）などの管
理ファイルも全ての媒体に格納しなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 電子データを複数の媒体に分割して格納する場合、[BORING]フォルダ以下は電子デー
タを格納しているフォルダのみ作成するだけで問題ありません。また、管理ファイルに
ついては、格納している電子データの管理ファイルのみ作成するだけで問題ありません。

（H15.12.12）

B-45 限界圧力が出ない場合の換算ルジオン値もありますが、この場合は限界圧力は空欄でよろ
しいのでしょうか。

　▶▶▶ ルジオン試験において限界圧力が算定不能の場合は「-1」を記入してください。チェック
システムVer3.51ではエラーとなりますが、チェックシステムVer4.0よりエラーとなりません
ので、最新のチェックシステムをご利用ください。 （H17.2.18）

B-46 粒度試験が沈降試験まで行っていない場合（シルト分と粘土分の合計のみ記載されている
とき）は、どのように一覧表に記入すればよいのでしょうか。シルト分に合計値を入力して、
粘土分は空白にしていますが問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 電子土質試験結果一覧表（PDFファイル）には、シルト分と粘土分の記入欄の中央にシ
ルト分と粘土分の合計値を記入するようにしてください。

 また、土質試験結果一覧表データ（XMLファイル）については、石分、礫分、砂分の合
計値から、シルト分と粘土分の合計値の算出が可能ですので、シルト分、粘土分は空白
で構いません。（H15.12.12）

B-47 三軸圧縮試験を一つの供試体で、UU条件とCU条件で行っているときや、圧密試験を段
階載荷と定歪などを同じ供試体で行っている場合には、どのように一覧表を作成すればよ
いのでしょうか。

　▶▶▶ 電子土質試験結果一覧表（PDFファイル）については、地盤工学会が定めるデータシー
ト様式を基本とます。三軸圧縮試験、圧密試験で複数の試験条件の試験結果を記入する
場合は、一覧表下部の空白部分を利用してください。

 また、土質試験結果一覧表データ（XMLファイル）については、「その他」を利用し、
複数の試験条件の試験結果を記入するようにしてください。（H15.12.12）

B-48 土質試験結果一覧表の中の均等係数は、5 桁以内となっていますが、実際の土質試験数
値が「1300.31」など6 桁まで値がある場合、チェックシステムでエラーがおこります。どの
ように対処したらよいでしょうか。

　▶▶▶ 均等係数は測定値をそのまま記入してください。チェックシステムVer3.51ではエラーとな
りますが、チェックシステムVer4.0よりエラーとなりませんので、最新のチェックシステム
をご利用ください。（H17.2.18）
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B-49 [B-31] の回答では、「また、「土質試験及び地盤調査管理ファイル」に記入する「試料番号」
と「デジタル試料供試体写真ファイル名」は必ず対応するようにしてください。」とあります
が、具体的にはどのように解釈すればよろしいのでしょうか。

 例えば、「含水比試験」の場合、試料全てに写真撮影が必要ないと判断したとします。そ
の場合、代表で1試料の写真を撮影します。その写真の「デジタル試料供試体写真ファイ
ル名」と「試料番号」の関係ですが、次のどちらの方式を使用すればよろしいのでしょうか。

1: 「デジタル試料供試体写真ファイル名」は、1枚だけ撮影し、全ての含水比試験
の「デジタル試料供試体写真ファイル名」欄に入力する。

2: 同じ写真の jpg データを、試料分コピーし（S0010001.jpg、S0020001.jpg 等
のように）、それを各「デジタル試料供試体写真ファイル名」欄に入力する。

　▶▶▶ デジタル試料供試体写真の提出は任意となっていますので、全ての試料に対して「デジタ
ル試料供試体写真ファイル名」を記入する必要はありません。したがって、含水比試験に
おいて「デジタル試料供試体写真」を1試料分だけ撮影した場合は、撮影した試料に対
応する形で「デジタル試料供試体写真ファイル名」を1回だけ記入してください。（H15.12.12）

B-50 ボーリング交換用データの記入について、B様式、C様式、D様式では、下端深度を「最
終深度で標準貫入試験を行った場合、貫入量を含んだ深度とする」と書かれています。F
様式、G様式、O様式には特に記述がありませんが、これらも下端深度は貫入量を含んだ
深度を記入するのでしょうか。

　▶▶▶ 最終深度で標準貫入試験を実施した場合、コア採取ができませんので、F 様式、G 様式、
O 様式は特に記入する必要がありません。F 様式、G 様式、O 様式は貫入量を含まない
深度で記入してください。（H15.12.26）

B-51 「8-4-12 G2 様式 :コア形状区分」を記入する際、表 8-29 や表 8-30を使用した場合は
G2S 様式の記述は必要ないのでしょうか。P2-72 の記述では、新規に区分情報を作成
した場合のみG2S 様式を記入するように解釈できますが、「8-5-2 ボーリング交換用デー
タ（DTD）の定義内容」や「8-5-3 ボーリング交換用データ（XML）の記入例」では表
8-29を使用してもG2S 様式を記入しています。G2S 様式を記入する場合はどのような時
なのか教えていただけないでしょうか。

　▶▶▶ XML の記入例については、全ての様式の記入例を示していますので、G2 様式とG2S 様
式が併記されていますが、表 8-29 や表 8-30 にあるコードを使用した場合は G2S 様式の
記入は不要です。（H15.12.26）

B-52 ルジオン試験について、口元圧力管理方式で試験を実施した場合は指針に基づき損失水頭
補正が必要になります。このときに、試験実施時の孔内水位と注入管長および計器高のデー
タがないと有効圧力の計算ができません。データ再現性の観点からは、補正値のみの記入
では不具合が発生すると考えますが問題はないのでしょうか。

 また、詳細データの注入圧力は測定値となっており、センサー方式であればそのまま有効
圧となるため問題はないと思いますが、口元方式であれば上記問題点により有効圧力が求
められません。上記項目を追加するか、有効圧力を記入するようにした方がよいのではない
でしょうか。

　▶▶▶ ボーリング交換用データのE2・E3 様式には、ルジオン試験結果に関する必要最低限の
データを記入することにしています。E2・E3 様式のデータを用いて、圧力水頭計算を行う
わけではありません（参照 : 要領（案）[H15.7]P2-64）なお、要領（案）[H16.6] より、地
盤調査に関するデータシート交換用データの仕様が追加されており、P 付 7-267にルジオ
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ン試験のデータ仕様も規定されています。今後、ルジオン試験に関する詳細なデータはデー
タシート交換用データに記入することとなります。要領（案）[H15.7]P2-66 の「注入圧力」は、

「有効圧力」の誤りです。正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

B-53 ボーリング交換用データファイル（BEDxxxx.XML）の [ 掘進速度 _掘進速度 ] に 4 桁
以上記入すると、「記述内容が3文字を越えています」というエラーが表示されます。岩盤ボー
リングにおいて、盛土や崖錐等の掘削が逆算すると1000cm/h 以上になる場合はどのよう
に記入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、チェックシステムv3.51では掘進速度に 4 桁以上記入するとエラーとなり
ます。チェックシステムVer4.0よりエラーとなりませんので、最新のチェックシステムをご
利用ください。（H17.2.18）

B-54 岩盤柱状図の表記において、[コアチューブ・ビット]項目の記載は、「SCT/MC」や「WCT/D」
などと略して入力を行っています。XML出力時には「シングルコアチューブ/メタルクラウン」
や「ダブルコアチューブ/ダイヤモンドビット」などのように、正式名称に置き換えて出力しな
くてはならないでしょうか。

　▶▶▶ コアチューブ・ビットについては一般に用いられている名称であれば、略称を用いて構いま
せん。（H16.2.9）

B-55 ボーリング交換用データのDTDのバージョンについて要領（案）[H14.7]P2-18 に、
BED0200.DTDに従うように記述がありますが、古いバージョンのBED0110.DTDに従
いボーリング交換データ（XMLデータ）を成果品として作成しても問題ないでしょうか。

 要領（案）[H14.7] に従い作成した納品媒体にBED0110.DTDに従い作成したボーリン
グ交換データ（XMLデータ）を格納し、チェックシステムVer3.51でチェックを行うとエラー
が発生します。

　▶▶▶ ボーリングデータに限らず、全ての成果品について、適用となる要領（案）に従い、電子
成果品を作成するようにしてください。平成 15 年度発業務については、要領（案）平成
14 年 7月版が適用となります。なお、適用開始時期につきましては本 Webサイト（http://
www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm）をご覧ください。（H16.2.9）

B-56 [B-49]の回答で、「デジタル試料供試体写真の提出は任意となっています」とあります。一方、
要領（案）[H15.7]P6-6 ～ P6-7の「表 3-1 土質試験及び地盤調査管理ファイルに記入す
る項目」では、「デジタル試料供試体写真ファイル名」は「必須入力項目」となっています。

 デジタル試料供試体写真を提出しない場合、「デジタル試料供試体写真ファイル名」が未
記入となりますが、チェックシステムでエラーになるのではないでしょうか。

　▶▶▶ 「デジタル試料供試体写真」を提出しない場合は、「デジタル試料供試体写真ファイル名」
の上位に位置する「試料供試体写真情報」の項目以下全てを省略してください。

 要領（案）[H15.7] では P6-27、要領（案）[H16.6] では P 付 6-1をそれぞれご参照ください。
（H17.2.18）

B-57 土質試験結果一覧表データの体積圧縮係数は、圧力に応じて変化するため、どの点の値
を記入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 調査目的や対象とする土質によって報告すべき値が異なりますので、現地状況を勘案して
適宜記入するようにしてください。また、体積圧縮係数を算定したときの圧力範囲を合わ
せて記入するようにしてください。（H17.2.18）
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B-58 土質試験結果一覧の圧力範囲は、ある点（圧力）に対して記入する体積圧縮係数、圧密
係数について算定した範囲（点ではない）を入力するようになっていますが、どのように記
入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 圧力範囲は、正規圧密領域における平均値や、平均圧密圧力など点の形で記入して構い
ません。例えば、平均圧密圧力が 98kN/m2の場合は、「P=98kN/m2」と記入してください。

（H16.2.26）

B-59 要領（案）のXML記入例にて、体積圧縮係数、圧密係数および圧力範囲を記入していな
い試料がありますが、これらの項目は必須記入なのでしょうか。

　▶▶▶ 体積圧縮係数、圧密係数の記入は任意です。ただし、体積圧縮係数、圧密係数を記入す
る場合は圧力範囲と合わせて記入するようにしてください。（H16.2.26）

B-61 要領（案）[H15.7]P6-10にある「表3-3 試験コード一覧表（JGS 基準、JIS 規格 :土質試験）」
の表中の「地盤材料の工学的分類」の試験コードが「B051」になっていますが、「B0051」
の誤りではないでしょうか。「別冊 地質調査資料整理要領（案） <データシート交換用デー
タ様式 > 平成 15 年 7月版」のP75「（3） 地盤材料の工学的分類データのXML の記入例」
にある < 試験コード >タグの内容は「B0051」になっています。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、「地盤材料の工学的分類」の試験コードは「B0051」です。
 正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

B-63 「土の繰返し非排水三軸試験」の結果を含めて電子納品を実施しようとした場合、土質試
験結果一覧表データのXML（STLIST.XML）には、せん断試験の場合は（土の繰返し非
排水三軸試験も含め）「せん断強さ」、「せん断抵抗角」の二つを指定するようですが、土
の繰返し非排水三軸試験では、その二つは試験結果として得られません。この場合、どの
ような値を記入すればよいでしょうか。

 また、土の繰返し非排水三軸試験のPDFデータシートは、[TEST]フォルダと [OTHER]
フォルダのどちらに格納すべきでしょうか。

　▶▶▶ 「土の繰返し非排水三軸試験」の試験結果を「土質試験結果一覧表データ」に記入する
場合は、「その他」の項目を利用し、記入ください。具体的な記入方法は要領（案）[H15.7]
では P6-40、要領（案）[H16.6] では P 付 8-11をそれぞれご参照ください。

 「土の繰返し非排水三軸試験」の試験結果を電子データシート（PDFファイル）として納
品する場合は、[TEST]フォルダに格納してください。フォルダ構成については要領（案）
[H15.7] では P6-3、要領（案）[H16.6] では P6-4をそれぞれご参照ください。（H17.2.18）

B-64 「グラフ、スケッチ情報のファイル名称」に関して、複数供試体で試験を行っている場合（一
軸、三軸 等）、1供試体毎に1ファイルで結果図（応力－歪曲線 等）のイメージファイル
を作成するということでしょうか。

 その場合、供試体毎に作成したイメージファイルは、各試験結果を記述するXMLファイル
ではどこで指定（記入）すればよいのでしょか。

 現状の試験毎のDTDファイルでは、3供試体で 1イメージファイルを指定するようになっ
ていると思われます。

　▶▶▶ 1つのグラフに表示する供試体の数は、試験、グラフの種類によって異なります。
 「土の一軸圧縮試験」、「土の三軸圧縮試験」の「応力 - ひずみ曲線」については、地盤

工学会データシートでは複数の供試体の試験結果を1つのグラフに表示しています。XML
データについても同様に複数の供試体をまとめて、1つのグラフのイメージファイルを作成
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してください。
 一方、「土の繰返し非排水三軸試験」の「軸ひずみ - 経過時間グラフ」などの場合は、1

供試体ごとに1つのグラフを作成します。XMLデータについても、供試体の個数分だけ、
グラフを繰り返し記入してください。グラフのイメージデータのファイル命名は、要領（案）
[H15.7] では P6-18、要領（案）[H16.6] では P6-19をそれぞれご参照ください。

 また、グラフのイメージデータのファイル名のXMLデータへの記入方法は要領（案）[H15.7]
では P6-62、要領（案）[H16.6] では P 付 7-13をそれぞれご参照ください。（H17.2.18）

B-65 ボーリング位置の経緯度は旧測地系と新測地系を選択して記入しますが、今後、新測地系
のみに移行する予定はあるのでしょうか。

　▶▶▶ ボーリング位置の経緯度の記入は、今後、新測地系（世界測地系）のみに移行する予定です。
 ただし、旧測地系で経緯度が記入されている過去のデータと区別するため、測地系の区

分コードは今後も必須入力とします。（H16.4.28）

B-66 標準貫入試験を行わなかったため、ハンマー落下用具コードを入力しなかったところ、エ
ラーがでました。どのように対処すればよいか教えてください。

　▶▶▶ 標準貫入試験のハンマー落下用具コードを空欄とした場合、チェックシステムVer4.0 では
エラーとなりますが、チェックシステムV4.5よりエラーとなりません。最新のチェックシステ
ムをご利用ください。また、要領（案）[H15.7] ではハンマー落下用具コードを必須記入と
していますが、要領（案）[H16.6] では任意記入に変更しました。（H17.2.18）

B-67 ルジオン試験を行っていないボーリング業務でルジオン試験項目を未入力にした場合、ル
ジオン試験の試験番号に連番がないとエラーがでました。地下水検層試験についても同様
です。対処方法を教えてください。

　▶▶▶ 「ルジオン試験」、「地下水検層試験」を実施していない場合、「ルジオン試験」、「地下水
検層試験」のタグを省略するようにしてください。（H16.4.28）

B-68 相対密度調度、透水試験、P波試験、S波試験、その他の原位置試験、試料採取、地盤分類、
地質時代、地層岩体区分、断層破砕帯区分、保孔管、計測機器、地下水検層試験、地下
水検層試験判定結果、備考の各項目で、各試験や各区分を行っていないので、データを未
入力にしたら、それぞれ、最終深度についての注意が出ました。対処方法を教えてください。

　▶▶▶ データを記入しない場合、上記のタグを省略するようにしてください。（H16.4.28）

B-69 岩盤ボーリング柱状図の掘進状況の記入において、「給圧」「回転数」「送水圧」「送水量」
「排水量」を [0 ～70] など、『～』を使用して記入しています。XML 入力もそのまま [0 ～
70] 入力しており、チェックシステムでは【注意】となりますが、数値型「70」で入力しなく
てはいけないしょうか。

　▶▶▶ 「給圧」、「回転数」、「送水圧」、「送水量」、「排水量」は要領（案）[H15.7]P2-127（要領（案）
[H16.6] では P 付 2-6）に従い、数値型で記入するようにしてください。（H17.2.18）

B-70 要領・基準類の正誤表では、要領（案）[H15.7 版 ] の P2-66について、（誤）注入圧力（正）
有効圧力となっています。これに対応してBED0201.DTDおよびボーリング交換用データ
の記入例（P2-133 の 30、33 行目とP2-148 の 14 行目）の「注入圧力」も「有効圧力」
へと変更をするべきないでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] において、ボーリング交換用データのDTDとXML 記入例について注
入圧力を有効圧力に変更しました。要領（案）[H16.6]P 付 2-117、P 付 2-133をご確認く
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ださい。
 なお、要領（案）[H15.7] が適用される業務については、これまでどおり要領（案）[H15.7]

のDTD、XML 記入例をご参照ください。（H17.2.18）

B-71 要領（案）[H15.7 版 ] について、P2-89 の試験名（文字）では、「・・・繰返し入力を行う。」
となっていますが、ボーリング交換用データの記入例（P2-155、42 行目）では、従来どお
りに、< 試料採取 _ 試験名 >土粒子の密度試験、粒度試験 </ 試料採取 _ 試験名 >と
カンマで併記する形となっています。

 繰返し入力は、< 試料採取 _ 試験名 >土粒子の密度試験 </ 試料採取 _ 試験名 >< 試
料採取 _ 試験名 >粒度試験 </試料採取 _ 試験名 >となるのではないでしょうか。

　▶▶▶ 複数の試験名を記入する場合は、カンマ区切りではなく、タグを繰返し記入します。
 要領（案）[H15.7] の誤りです。正誤表をご覧ください。
 なお、要領（案）[H16.6] では当該箇所の修正を行いました。要領（案）[H16.6]P 付

2-141をご確認ください。（H17.2.18）

B-72 地質平面図に踏査写真を貼り付けることは可能でしょうか。可能な場合、レイヤ構成はど
のように設定すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、地質平面図に踏査写真を貼り付けることを特に制限してませんが、SXF
の「ラスタデータ交換仕様」では以下の制限があり、踏査写真の貼り付けは困難です。

・ 1つの図面に対し1つのラスタデータのみ配置可能
・ ラスタデータのデータ形式 :TIFF G4 stripped 形式
・ ラスタデータの色数 : モノクロ（白黒の 2 値）

 踏査写真を貼り付けた地質平面図を電子納品する場合は、受発注者間協議により、適切
なデータフォーマットを決定してください。

 また、レイヤについても、受発注者間協議により、適切な名称を決定してください。
（H16.5.24）

B-73 簡略柱状図以外に原位置試験の結果（グラフ等）を表記するときのレイヤは、「断面図 -そ
の他」としてよいでしょうか。

　▶▶▶ 地質断面図に原位置試験の結果を記載する場合、「物性値区分」のレイヤ「S-BGD-PHYS」
を使用してください。（H16.5.24）

B-74 [B-49] の回答で、『含水比試験において「デジタル試料供試体写真」を1試料分だけ撮
影した場合は、撮影した試料に対応する形で「デジタル試料供試体写真ファイル名」を1
回だけ記入してください。』とありますが、含水比試験や土粒子の密度試験等で、「1試料」
だけではなく、「数試料」をまとめて代表として撮影した場合は、撮影した試料すべてに対
応する形で記入しなければいけないのでしょうか。もしくは1試料分だけ撮影した場合と同
じように記入してもいいのでしょうか。

　▶▶▶ 「土質試験及び地盤調査管理ファイル」には、試料と写真の対応関係を記入する必要があ
ります。複数の試料をまとめて、1 枚の写真を撮影した場合、撮影した全ての試料に対応
する形で「デジタル試料供試体写真ファイル名」を記入してください。この場合、格納す
る写真ファイルは 1ファイルで構いません。また、写真撮影に当たっては、試料名（試料
番号）を記載した黒板等を同時に撮影し、試料と試料名（試料番号）の対応が確認でき
るようにしてください。（H17.2.18）
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B-75 地質平面図、地質断面図を一枚の図面に描画する場合、地質平面図（GP）とすると、縦
断帯部（S-TTL-BAND）が基準に合致しません。地質断面図（GF）とすると、等高線等

 （S-BGD-HICN）が合致してきません。これらはチェックシステムでエラ－と判断されるた
め発注者から修正するよう指示されました。この場合の対応について教えてください。

　▶▶▶ チェックシステムをご利用の際、「図面工種の選択」ボックスの「（2） ファイル名、レイヤ名
等の追加」で「ファイル名、レイヤ名の追加あり」を選択し、エラー対象となるレイヤ名を
追加するようにしてください。

 なお、地質平面図、地質断面図を併記してもチェックシステムVer4.5よりエラーとなりませ
んので最新のチェックシステムをご利用ください。（H17.2.18）

B-76 公開されている土質試験及び地盤調査管理ファイルと土質試験結果一覧表データファイル
使用してデータを作成しましたが、「STLIST.XMLのDTDが存在しないか正しくありませ
ん」、「STLIST.XMLはバージョンが不明です」とエラーが表示されます。

 また、公開されている「GRNDTST.XML」と「GTST0110.DTD」をチェックシステム
ver.4.0でチェックしても同じエラーが表示されます。

　▶▶▶ チェックシステムver.4.0 は、要領（案）[H13.8]、[H14.7] を対象としており、要領（案）[H15.7]
には対応していません。

 GTST0110.DTD、ST0200.DTDに対応した「土質試験及び地盤調査管理ファイル」、「土
質試験結果一覧表」は要領（案）[H15.7]で規定されており、チェックシステムver.4.0で同ファ
イルをチェックするとエラーが表示されます。

 チェックシステムはVer4.5より要領（案）[H15.7] に対応していますので、最新のチェック
システムをご利用ください。（H17.2.18）

B-78 要領（案）[H16.6] 付属資料7の中で、「土の一軸圧縮試験データのXMLの記入例」が
記載されておりますが、この中で「軸圧縮過程」の {圧縮ひずみ、圧縮応力 }と、「デー
タ系列」の〈XY値〉の値とが、異なるように思われます。これが例えば「土の粒度試験」
の場合は、上記の 2 値は全く同じものが記入されております。また、グラフのDTDは、
共通DTDとして定義されているように要領（案）に記述されております。これは、一軸圧
縮試験の場合のみ、「データ系列」の〈XY値〉の値の算出の方法が異なる（特殊である）
という事なのでしょうか。

　▶▶▶ 「土の一軸圧縮試験」の「圧縮応力 - 圧縮ひずみ」の関係については、同一の供試体を
対象とした場合、「軸圧縮過程」と「グラフ-データ系列 -XY値」で同一の値を記入する
必要があります。

 要領（案）のXML 記入例については、異なる供試体のデータを例示しているため、「軸
圧縮過程」と「グラフ-データ系列 -XY値」で異なっています。

 同一供試体を対象とした場合は、「軸圧縮過程」と「グラフ-データ系列 -XY値」で同一
の値を記入するようにしてください。（H17.2.18）

B-79 地質断面図のレイヤ設定について、凡例の構成要素は「凡例図枠」、「区切り線、罫線」、「文
字列」、「着色、ハッチ」の 4つになっていますが、これら以外の構成要素（例えば、断面
図の凡例に示す地盤線、柱状図、地層境など）のレイヤ名はどのように決めればよいでしょ
うか。

　▶▶▶ 地盤線、地層境界線、簡略柱状図等の凡例についても同様に、線分については「S-TTL-
LINE」、文字列については「S-TTL-TXT」、ハッチについては「S-TTL-HCH」にそれぞれ
データを格納してください。（H16.6.16）
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B-80 土質試験において、電子データシートのファイルを作成する場合には、必ず1ファイルに1
試料の試験結果のみ記載するようになっていますが、対応しているソフトが現時点では限ら
れていると思います。特に、XMLファイルを作成するのは困難ですが、何か簡単に作成で
きるソフト等はあるのでしょうか。

 また、受発注者協議により省略することができるのでしょうか。
　▶▶▶ 電子納品に対応した土質試験データシート作成ソフトウェアは、ボーリング柱状図や土質

試験関係のソフトウェアを開発している一部のベンダーから発売されています。
 開発元のベンダーにソフトウェアの電子納品対応状況をご確認ください。
 また、平成15年4月以降に契約を締結した業務については、土質試験についてもXMLデー

タの電子納品が原則となります。（H16.6.16）

B-81 要領（案）[H15.7]P6-25に、「デジタル試料供試体写真の撮影方法」に関する記述があ
りますが、この中で「2）試料採取地点名」、「3）試料名」の 2項目に関しては、例えば
土粒子の密度試験や、含水比試験のように「代表で1試料を撮影する」場合は、これらの「特
定の試料に関する情報」は、記述が難しいのですが、このような場合、記述自体を省いて
もよいのでしょうか。それとも、例えば「試料名 :－」のように、項目は必ず記入しないと
いけないのでしょうか。

　▶▶▶ 試料供試体写真については、「2）試料採取地点名」、「3）試料名」の情報を含む試験諸
元を合わせて撮影することが原則です。「2）試料採取地点名」、「3）試料名」の項目に
ついても合わせて記入するようにしてください。（H17.2.18）

B-82 規格番号の記述について、要領（案）のP6-54に JIS A 12**-****と記述するとありますが、
JIS M 03**-**** なども使用することがあると思われます。

　▶▶▶ M（鉱山）分類の試験規格の要領（案）への追記は、今後の検討課題とします。
 当面は、「試験コード 99999（その他の試験）」を使用してください。（H17.2.18）

B-83 [B-63] の回答の中で、『「土の繰返し非排水三軸試験」の試験結果を「土質試験結果一覧
表データ」に記入する場合は、「その他」の項目を利用し、記入ください。具体的な記入
方法は要領（案）[H15.7]P6-40をご参照ください。』とありますが、具体的には「土の繰
返し非排水三軸試験」の試験結果の、どの値を記述すればよいのでしょうか。「土の繰返
し非排水三軸試験」の試験結果は、通常の三軸試験のように、「C」、「φ」が出ません。

　▶▶▶ 「土の繰返し非排水三軸試験」の試験結果の「土質試験結果一覧表データ」への記入は
任意です。

 記入する場合は、地盤工学会基準「土の繰返し非排水三軸試験」（JGS 0541-2000）の
報告事項を参考として、必要な項目を抽出し、記入するようにしてください。（H17.2.18）

B-84 [CH-113] と同様に、チェックシステムver4.0で以下のようなエラーが表示されました。
 「STLIST.XMLにDTDの記述が存在しないか、誤っています。DTDのファイル名は半角

英 数字大文字で記述してください。」
 XMLのファイルの中に記述されるべきDOCTYPE宣言は次の通り記述されています。
 <!DOCTYPE SOILTESTLIST SYSTEM ST0100.dtd>
　▶▶▶ DTD宣言の部分の「dtd」が小文字となっているためエラーとなります。下記のとおり「DTD」

（大文字）としてください。
 <!DOCTYPE SOILTESTLIST SYSTEM ST0100.DTD>
 要領 [H14.7] のXML 記入例では、「dtd」が小文字となっておりますが、これは誤りです。
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なお、要領 [H15.7] では、「DTD」を大文字に修正しています。要領（案）[H15.7]P6-48
をご確認ください。（H17.2.18）

B-85 [B-81] の回答に関連して、「2）試料採取地点名」、「3）試料名」について、例えば含水
比試験等で写真を撮影する場合、代表で1試料のみ撮影する場合、具体的にはどのように
記述すればよいでしょうか。

 例として、試料名「No.1」「No.2」「No.3」「No.4」「No.5」の 5試料の試験を行い、代
表で1試料のみ写真を撮影する場合、

 試料名は「No.1」とだけ記入するのでしょうか、「No.1、No.2、No.3、No.4、No.5」と
全て記入するのでしょうか。

　▶▶▶ 試料供試体写真には、撮影した試料に対応する形で試料採取地点、試料名を記載してく
ださい。したがって、試料名「No.1」の試料を撮影した場合、試料名には「No.1」のみを
記入するようにしてください。（H16.7.13）

B-86 電子納品を作成するための支援ソフトは必要なのでしょうか。また、支援ソフトは無償でダ
ウンロードができるのでしょうか、買わなければならないのでしょうか。市販されている支
援ソフトのリストがあれば、教えてください。

　▶▶▶ 電子納品作成支援ソフトを利用することで電子成果品の作成の省力化が可能です。電子
納品作成支援ソフトについては、「（財）日本建設情報総合センター東北地方センター」等
のホームページ（http://www1.bstream.jp/̃thjacals/joho/johogen.htm,）をご参照くだ
さい。

 また、地質・土質調査に関する電子納品支援ソフトについては、（社）全国地質調査業協
会連合会等のホームページ（http://www.zenchiren.or.jp/）を参照するとともに、各ベンダー
にお問い合わせください。（H17.2.18）

B-87 XMLで作成した柱状図を閲覧できるソフトは公開されていないのでしょうか。納品時に、
図面はSXFブラウザで確認しますが、柱状図はPDFファイルでしか見られません。

　▶▶▶ ボーリング柱状図ビューアは、ベンダー数社から無償公開されています。（社）全国地質
調査業協会連合会等のホームページ（http://www.zenchiren.or.jp/）をご参照ください。

（H16.7.13）

B-88 要領（案）[H15.7]P2-153 にボーリング交換用データの記入例があるのですが、その中で
< 変質区分判定表 記号 >の所に< 変質区分判定表 区分 >の値が入ってるようになって
います。<変質区分判定表 区分 >には値が入っていないのですが。記号は入力しなくても
いいのでしょうか。また、記号の個所に区分の値が入るのでいいのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘のとおり、要領（案）の誤りです。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.7.27）

B-89 DTDの要素数の最大個数について、BED0210.DTDが最大で 312です。今後発表され
るDTDで要素数を制限するのでしょうか。制限するとすれば、どの程度の個数となるので
しょうか。

 同様に、DTD の <tag> の最大階層深さについては、共通 DTDを展開した形で、
A1204_02.DTDが最大で8です。今後発表されるDTDで階層深さを制限するのでしょう
か。制限するとすれば、どの程度の階層深さとなるのでしょうか。

　▶▶▶ 策定あるいは改訂するDTDにおいては、XML1.0 に準じて作成することとしており、今後、
最大要素数や最大階層深さを制限する独自規定を設けることは未定です。（H16.8.9）
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B-90 要領（案）[H13.8] に準拠して作成したデータをチェックシステムVer4.5で確認したとこ
ろ、次のエラーが表示されました。コア写真フォルダ「PIC」にファイルを格納しています
が、COREPIC.XMLは平成 14 年 7月版から作成するようになったと思います。「【エラー】
BORING\PIC\COREPIC.XMLがありません。」

　▶▶▶ 地質調査資料整理要領（案）[H13.8] に準拠して作成した場合、コア写真は取り扱えない
ため、コア写真フォルダ「PIC」には、ファイルを格納しないでください。ファイルを格納
するとエラーになります。（H16.8.9）

B-91 ボーリングを伴わない土質試験（例 :CBR 試験）のみを入力する場合、BORING.XMLは
どのように入力すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 土質試験及び地盤調査結果のみを [TEST]フォルダに格納する場合は、BORING.XML
を作成する必要はありません。（[B-35] 参照）（H16.8.9）

B-92 配合試験など、ある範囲で採取した試料に固化剤の混入等で複数の試料を作成して試験を
行った場合、どのようにまとめたらよいでしょうか。[OTHRS]フォルダにPDFのみで収め
るのでしょうか、もし、通常の試料として扱うのであれば、深度や、試料連番等に問題が
発生してしまいます。

　▶▶▶ 複数の地点・深度から試料を採取し、採取した試料を混合し、試験を実施する場合、代
表となる地点、深度の情報を記入するようにしてください。

 また、配合試験など要領（案）[H15.7]P6-10 ～ 6-12 の試験コード一覧表にない試験につ
いては、受発注者間協議により、試験結果を [OTHRS]フォルダに格納しても構いません。

（H16.8.9）

B-94 要領（案）[H16.6]P2-3、表 4-1地質情報管理項目で「柱状図区分」の文字数が 2になっ
ていますが、記入内容から考慮すると足りないと思います。要領（案）[H15.7] 版に準じて、
10の誤りではないでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）の誤りです。詳細は正誤表をご覧ください。（H16.9.3）

B-95 地質断面図の地層（地質）・岩体分布を示す着色について、「JIS A 0204」では第四紀は
水色系統となっています。この第四紀内のさらなる地層（地質）で、シルト・砂・礫・軽石・
火山灰質粘性土などの着色は、どのようになっているでしょうか。

 また、色が水色系統ではなく、CADで色の番号での基準はないのでしょうか。
　▶▶▶ 「JIS A 0204」では、地層・岩体分布を示すための色の表示方法として、「地質時代」ご

とに区分する方法と「地層・岩体」ごとに区分する方法が規定されています。したがって、「JIS 
A 0204」に従い、「地層・岩体」ごとに区分して着色するようにください。

 「地層・岩体」ごとに割り当てられている色は、要領（案）[H15.7] では P3-29、要領（案）
[H16.6] では P 付 -4-3 をそれぞれご参照ください。

 また、地層・岩体分布を示す色については、要領（案）では「JIS A 0204」に従い、系
統色のみ示すこととし、特定の色に限定することはしません。（H17.2.18）
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B-96 ST0200.DTDは以下のようになってますが、
 <!ELEMENT 試験情報 （位置情報 , 試料の状態 ?, 一般 ?, 粒度 ?, コンシステンシー特

性 ?, 分類 ?, 圧密 ?, 一軸圧縮 ?, せん断 ?, 締固め ?, CBR?, コーン指数 *, その他 *）>
 圧密やせん断を同一試料で二度行った場合はどうすればよいでしょうか。
 圧密は泥炭部と粘土部の互層の場合、それぞれで行うことが考えられますし、せん断はトラ

フィカビリティーのためのUU、長期安定のためのCUbar 試験を行うことが発生すると思
います。

　▶▶▶ 圧密試験、せん断試験について、複数の供試体の試験結果を土質試験結果一覧表デー
タに記入する必要がある場合、2 つ目以降の供試体の試験結果をその他に記入することで
対応してください。（H16.9.15）

B-97 付 2-96V1様式 : 地下水検層試験の「測定時間（min）」で定義された経過時間の項目数と、
付 2-98V2 様式 : 地下水検層試験詳細データの「比抵抗値」の項目数の上限はあるのでしょ
うか。要領（案）では「測定時間（min）」が 8 項目、「比抵抗値」が 6項目まで書かれて
います。

　▶▶▶ 地下水検層試験における経過時間、比抵抗値の項目数の上限は特に設けていません。
 計測した回数分だけ、繰り返し記入するようにしてください。（H16.9.15）

B-98 ボーリング以外のサイトでの土質試験がある場合、電子成果はTESTフォルダに格納する
のでしょうか、OTHRSフォルダに格納するのでしょうか。

 TESTフォルダに格納する場合、深度情報はどのように記述すればよいのでしょうか。
　▶▶▶ ボーリング以外のサイトで試料採取を行い、土質試験を実施する場合も、試験結果を

TESTフォルダに格納するようにしてください。なお、ボーリング以外のサイトでの試験結
果は SITNNNNサブフォルダ（NNNN は地点ごとの連番）に格納します。詳細は、要領（案）
[H15.7] では P6-4、要領（案）[H16.6] では P6-3をそれぞれご参照ください。

 また、深度情報については、試料採取を行った深度を記入するようにしてください。例えば、
地表から 0.5mの深度まで試料採取を行った場合、上端深度が 0m、下端深度が 0.5mと
なります。（H17.2.18）

B-99 土質試験一覧表データのせん断試験条件コードに「B0521」を記入し、チェックすると、「01
～13または99でなければいけません。」とエラーメッセージがでます。どうすればよいでしょ
うか。

　▶▶▶ 要領（案）[H15.7]P6-10 表 3-3「試験コード一覧表」に従い、試験コードを記入してください。
チェックシステムVer3.51ではエラーとなりますが、チェックシステムVer4.0よりエラーとな
りませんので、最新のチェックシステムをご利用ください。（H17.2.18）

B-100 ボーリング削孔において、エンジンはポンプと試錐機の二つのエンジンを使用するのが一
般的ですが、どちらのエンジンについてボーリング交換用データ記入項目に記入すればよい
かわかりません。現在、二つの機種と能力をカンマ（ , または , ）で区切って入力していま
すが、チェックシステムVer4.5でエラーは確認されません。エンジンの記入について教えて
ください。

　▶▶▶ エンジンについては、試錐機のエンジンのみ記入するだけで問題ありませんが、試錐機、
ポンプの両方のエンジンを併記しても構いません。試錐機、ポンプの両方のエンジンを併
記する場合は、カンマ区切りで記入することで問題ありません。（H16.9.15）
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B-101 要領（案）[H15.7] の土質試験及び地盤調査管理ファイルの入力方法について、岩石の試
験を行ったのですが、電子化標準仕様を定められている土質試験 41種類に該当しないの
で、P6-31の記入例の様に<データシート交換用データファイル名 >と<データシート交
換用データ作成ソフトウェア名>のタグを削除し、その他の入力項目を全て入力したところ、
チェックシステムVer4.5で、「<データシート交換用データファイル名 >【エラー】ファイル
が存在しません」とメッセージが出ます。どのように入力したらエラーが解消されるのでしょ
うか。

　▶▶▶ <データシート交換用データファイル名>と<データシート交換用データ作成ソフトウェア
名>を空白、または削除した場合、チェックシステムVer4.5 ではエラーとなりますが、チェッ
クシステムVer5.0よりエラーとなりません。最新のチェックシステムをご利用ください。

 なお、岩石試験については DTDを規定していません。岩石試験結果を電子納品する場
合は、PDFファイルとして電子データシートのみを電子納品し、土質試験及び地盤調査管
理ファイルには、< 電子データシートファイル名 >と< 電子データシート作成ソフトウェア
名> のみを記入することとなります。（H17.2.18）

B-102 地質のレイヤについて、[B-29] の回答のなかに「図枠などのものについては、「CAD製図
基準（案）」に準拠し、着色してください。」と記述されていますが。どのレイヤの線種、線
色が「任意」でどのレイヤが「CAD製図基準（案）」に準拠するのか教えください。

　▶▶▶ 地質平面図・地質断面図における図面要素（レイヤ）ごとの線種・線色の設定は次のとお
りです。

・ 以下に示す図面要素（レイヤ）については、「CAD 製図基準（案）」に準拠して
ください。

 図面輪郭（外枠） :S-TTL
 標題輪郭（タイトル枠） :S-TTL-FRAM
 標題区切り線、罫線 :S-TTL-LINE
 標題文字列 :S-TTL-TXT
 現況地物（現況地盤線） :S-BGD
 等高線の計曲線 :S-BGD-HICN
 等高線の主曲線 :S-BGD-LWCN
 測量基準点 :S-BMK-SRVR
 施設、対策工形状（主構造物） :S-STR
 主な横断構造物 :S-BGD-CRST
 縦断帯部（文字含む） :S-TTL-BAND
 凡例図枠 :S-TTL-FRAM
 凡例区切り線、罫線 :S-TTL-LINE
 凡例文字列 :S-TTL-TXT
・ 地質情報、地下水位・物理探査結果等に関する図面要素（レイヤ）については、

JIS A 0204 に従ってください。
・ 上記以外の図面要素（レイヤ）については、任意です。

 （H16.10.19）
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B-103 地質断面図のレイヤ設定について、注）*3に「施設・対策工形状については、CAD製図
基準（案）に従うことを原則とする」とありますが、CAD製図基準（案）で対象となって
いない工種（例えば、水抜きボーリング、集水井など）のレイヤ名はどのように決めればよ
いでしょうか。

　▶▶▶ CAD 製図基準（案）で定められていない「施設・対策工形状」のレイヤ名については、
受発注者で協議の上、決定してください。（H16.10.19）

B-104 XML、PDFのファイル名の連番について、実施していない試験も含めた連番の割り振りが
あるのでしょうか。それとも、実施した試験についてのみ連番を付けていいのでしょうか。

 例えば、1つのボーリング孔で1～10までの試料について土粒子の密度、含水比、三軸（UU）、
三軸（CU-）の三つの試験を行ったとします。その場合には、連番として

土粒子の密度 TS001001～TS010001.PDF（又はXML）
含水比 TS001002～TS010002
三軸（UU） TS001003 ～TS010003
三軸（cu-） TS001004 ～TS010004

 となるのでしょうか。
　▶▶▶ 試験連番については、飛び番とならないように、実施した試験についてのみ連番を付すよ

うにしてください。（H16.11.1）

B-105 地盤改良した際の試料の取扱いについて、例えばボーリング孔を3つ掘ってそれぞれで密
度含水等の試験をします。このとき、それぞれの孔毎の泥炭層等を混ぜ合わせ、セメント
添加をして一軸等の試料を作成することが考えられます。緯度経度等の記入が複雑になる
と思われますが、このような場合はどうすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 複数のボーリング孔から試料を採取し混合した試料を対象に試験を実施する場合、また
は複数のボーリング孔を利用して試験を実施する場合、サイトの場合と同様に、代表とな
るボーリング孔の位置情報を記入するようにしてください。

 （参照 : 要領（案）[H15.7]P6-7（4）位置情報、要領（案）[H16.6]P6-8（5）位置情報）
 また、成果品を格納するサブフォルダについても、代表となるボーリング孔に対応した名

称としてください。
 （参照 : 要領（案）[H15.7]P6-4「2-3 フォルダの名称」、要領（案）[H16.6]P6-5（2）ボーリ

ング及びサイトごとのサブフォルダ）（H17.2.18）

B-106 平板載荷試験を実施したのですが、地盤工学会基準の最新版は現在（H16.10）「JGS 
1521-2003」です（「地盤調査の方法と解説 H16.6」より・・・「地盤調査法」の最新版）。「JGS 
1521-2003」で入力するとチェックシステム（Ver4.5）でエラー「試験コードと合わない基
準番号が記載されています」がでます。おそらく、入力が旧版「JGS 1521-1995」ではな
いためのエラーと思いますが、最新版の番号を入力して問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 土質試験及び地盤調査管理ファイル、またはデータシート交換用データの規格番号、基
準番号には実施した試験に対応する規格・基準番号を記入することが基本です。したがっ
て、最新の規格・基準に従い、試験を実施した場合は対応する規格・基準番号を記入す
るようにしてください。

 チェックシステムVer5.0 では、最新版の番号を記入するとエラーとなりますが、チェック
システムVer5.01よりエラーとなりませんので、最新のチェックシステムをご利用ください。

（H17.2.18）
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B-107 GRNDTST.XMLとSTLIST.XMLのなかの試料番号、 試料採取情報、試験上端深度（上
端深度）、 試験下端深度（下端深度）項目ですが、GTST0100（0110、0120）.DTDと
ST0100（200、0210）.DTDを比較すると、GRNDTSTのほうは全て条件付必須（任意）
となっており、STLISTのほうは全て必須となっています。

 チェックシステムでチェックでは、一致していないとエラーが出るようになっているので、
必須と任意のものでは一致しない場合があり、記入条件が矛盾していると思われます。
STLIST.XMLのほうは必須となっているので、結果的にはGRNDTST.XMLも必須とな
るのでしょうか。

　▶▶▶ 土質試験及び地盤調査においては、土質試験結果一覧表データ（以下、STLIST.XML
と呼ぶ）を作成しない場合も想定されます。

 例えば、地下水調査などでは、STLIST.XMLを作成せずに、電子データシート、データシー
ト交換用データ、及び土質試験及び地盤調査管理ファイル（以下、GRNDTST.XMLと呼
ぶ）のみが作成される場合が想定されます。この場合、STLIST.XMLがないため、チェッ
クシステムでもGRNDTST.XMLとの記入内容の整合性チェックは実施されません。また、
GRNDTST.XML の試料番号以下の一部項目についても記入任意扱いとなります。一方、
STLIST.XMLが存在する場合は、チェックシステムで GRNDTST.XMLと記入内容の整合
性チェックを行います。したがって、STLIST.XML、GRNDTST.XMLの試料番号以下の当
該項目について必須記入となり、また、記入内容の整合を確保する必要があります。（H16.11.16）

B-108 地質・土質調査成果電子納品要領（案）[H16.6] の適用は平成 17年 4月以降に契約する
業務となっています。それに対し、土木設計業務等の電子納品要領（案）、CAD製図基準（案） 
は平成 16 年 10月からとなっています。

 その間（H16 年 10月～H17年 3月）の地質の電子納品では業務管理、報告書、図面に
関してはどの要領を適用すればよいのでしょうか。

 新旧混在の電子納品とするのか、全て旧要領に合わせた形とするのでしょうか。
　▶▶▶ 平成17年 3月までに契約する地質調査業務については以下の要領・基準類が適用されます。

・土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6]
・CAD 製図基準（案）[H16.6]
・デジタル写真管理情報基準（案）[H16.6]
・地質調査資料整理要領（案）[H15.7]

 （H16.11.16）

B-109 電子簡略柱状図の文字高さは「CAD製図基準（案）」と異なっていますが、地質断面図内
にある凡例の電子簡略柱状図の文字高さは「CAD製図基準（案）」に準拠するのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H15.7]P2-23（要領（案）[H16.6] では P2-12）に従い、簡略柱状図の文字高は 2.5、
5.0mmを原則としてください。なお、「CAD 製図基準（案）[H16.6]」P17 では、フォント
サイズを2.5、3.5、5、7、10、14、20mm から選択することとなっており、要領（案）の
間での整合は確保されています。（H17.2.18）

B-110 供試体スケッチのファイルを作成しなかった場合、XMLへの記述はどのようにすればいい
でしょうか。現在、空欄のままだとチェックシステムでエラーとなります。

　▶▶▶ 一軸・三軸試験などの場合、日本工業規格（JIS）、地盤工学会基準（JGS）の試験規格では、
報告事項の一つとして「供試体の破壊状況」を示しています。したがって、JIS・JGS の
試験規格に則り試験を実施した場合は、「供試体の破壊状況」を示す「供試体スケッチ」
を必ず作成・納品するようにしてください。（H16.12.2）
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B-111 ボーリングが複数ある場合、「土質試験結果一覧表」も複数存在すると思いますが、その
場合にSTLIST.PDFは一つのPDFにまとめてよいでしょうか。

　▶▶▶ 土質試験結果一覧表のデータは、すべてのデータを対象に1つの電子ファイルを作成する
こととしています。したがって、ボーリングが複数ある場合、あるいは、試料が複数ある
場合も試験結果を1つの電子ファイルにまとめて、成果品を作成するようにしてください。

 要領（案）[H15.7] では P6-13、P6-15、要領（案）[H16.6] では P6-23 ～ P6-24をそれぞ
れご参照ください。（H17.2.18）

B-112 地盤調査において、正規のボーリング位置から1～ 2m離して乱さない試料採取孔を掘削
して土質試験を実施したり、同様に水位観測用孔や、原位置試験用孔を掘削する場合があ
ります。この場合、ボーリングのXMLは 2つ作成しなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 試験・観測等の目的で、近接位置に別孔を掘削する場合のボーリング柱状図の納品の有
無については、発注者の指示に従ってください。（H17.2.18）

B-113 「データシート交換用データ様式」について、各項目の「必須か否か」および「具体的に指
定できる内容（値や有効桁数など）」が、読み取りにくいように思われます。

 これは今後、表形式などで追記して頂けないでしょうか。
　▶▶▶ データは階層構造となっているため、一覧表形式でデータ記入必要度を表現するのは困

難です。データの記入必要度については、データの構造図に明記していますので、そちら
の方をご参照ください。

 また、要領（案）では、データシート交換用データの各試験値の有効桁を規定していません。
要領（案）[H15.7] では P6-53、要領（案）[H16.6] では P 付 7-1をそれぞれご参照ください。

（H17.2.18）

B-114 土の定ひずみ速度載荷による圧密試験の [ 間隙比 ] について、チェックシステムVer5.0で
チェックすると、「【エラー】整数以外の記述がされています。」なりますが、小数点の場合
はどうするのでしょうか。

　▶▶▶ 土の定ひずみ速度載荷による圧密試験の [ 間隙比 ] のデータ型は実数です。要領（案）
[H15.7] に誤りがありましたので、正誤表をご確認ください。チェックシステムVer5.0 で
は小数の場合エラーとなりますが、チェックシステムVer5.01よりエラーとなりませんので、
最新のチェックシステムをご利用ください。（H17.2.18）

B-115 現場写真データの取扱いについて、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン
（案）[地質・土質調査編 ]（平成 15 年 1月）」の p.26に地質・土質調査業務における「現
場写真データについては、受発注者間協議により、以下の2つのいずれかの方法を選択し、
電子データを納品すること。」とありますが、「地質・土質調査成果電子納品要領（案）（平
成 16 年 6月）」が適用となる平成 17年 4月以降に契約を締結する業務にもこの取扱いは
有効なのでしょうか。

　▶▶▶ 平成 17年 4 月以降に契約を締結する業務でも、現場写真の電子納品方法は以下の 2 つ
の方法から選択してください。

a）  現場写真データを報告書にイメージデータとして貼り込み納品する方法。データ
を「REPORT」フォルダに格納する。

b）  「デジタル写真管理情報基準（案）」に従う方法。データを「PHOTO」フォルダ
に格納する。

 （H16.12.13）
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B-116 グラフのXMLについて、XMLの内容は完全にPDFの表現と一致させるのがよいでしょう
か。あるいはXMLファイル上で意味を読み取りやすいようにするのがよいでしょうか。

 サンプルデータの内容から判断すると、例えば、<データ名 >や<タイトル名 >などは印
刷用の内容と読み取れます。

　▶▶▶ <データ名 >、< 軸タイトル>については、PDFファイルあるいは印刷等でグラフを出力
する際の内容と一致させるようにします。

 <データ名>は凡例等に出力されるデータ内容、
 < 軸タイトル>は、軸タイトルとして出力する名称と一致させるようにします。（H17.2.1）

B-117 グラフの書式について、「その他、補助線等」の項目に出てくる「グラフ座標」という言葉
の定義がされていないので意味がわかりません。

 グラフの目盛りに設定した座標系なのか、グラフの位置オフセットからの相対位置なのか、
開始点をどことするのかなど教えてください。

　▶▶▶ 要領（案）に示したグラフ座標とは、グラフの目盛として設定した座標となります。
 「その他、補助線等」は、オフセットではなく、グラフ目盛座標で設定しますのでご注意く

ださい。（H17.2.1）

B-118 [B-113] において、「また、要領（案）では、データシート交換用データの各試験値の有効
桁を規定していません。要領（案）[H16.6]P 付 7-1をご参照ください。」とありますが、同
じ要領（案） [H16.6]P 付 8-1以降の『土質試験結果一覧表データの記入項目』には、各
パラメタの指定に関して桁数の指定があります。これは、ある同じ値が、データシート交換
用データでは桁数の指定がなく、土質試験結果一覧表データでは桁数の指定があるという
状況です。

 これはどのように解釈すればよいでしょうか。また、今後、チェックとしては、どちらの記
述を作業の拠り所とすればよいでしょうか。

　▶▶▶ JIS、JGS の各試験規格・基準においては、試験値の有効桁が規定されていないことから、
データシート交換用データにおいては、各試験値の有効桁を規定していません。

 一方、各試験値の集計結果である土質試験結果一覧表データについては、データベース
化等のデータの扱いやすさの観点から、有効桁を定めています。

 データシート交換用データ、土質試験結果一覧表データにおいて、有効桁に相違が生じ
ますが、要領（案）に従い、データを作成するようにしてください。（H17.2.1）

B-119 地盤材料の工学的分類体系に、「火山灰質粘性土（I 型）」と「火山灰質粘性土（II 型）」が
ありIおよび II がエラーとなります。どのように対処すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ XMLデータにおいて、ローマ数字を記入するとエラーとなります。ローマ数字の記入する
場合は、アルファベット大文字「I」を組合わせて表現するようにしてください。（参照 :[B-20]）

（H17.2.16）

最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/

http://www.nilim-ed.jp/
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適用

SU-156、SU-139、SU-135、SU-124、SU-120、SU-117、SU-98、SU-80、SU-75、
SU-65、SU-54、SU-51、SU-40、SU-11、SU-1

フォルダ構成

SU-175、SU-173、SU-17、SU-161、SU-143、SU-124、SU-122、SU-121、SU-106、
SU-105、SU-104、SU-81、SU-78、SU-77、SU-70、SU-55、SU-48、SU-45、SU-41、
SU-39、SU-33、SU-23、SU-21、SU-19、D-112、CH-238、CH-237

管理ファイル

SU-185、SU-179、SU-177、SU-172、SU-169、SU-168、SU-165、SU-159、SU-144、
SU-134、SU-130、SU-129、SU-126、SU-113、SU-111、SU-107、SU-100、SU-99、
SU-95、SU-82、SU-79、SU-73、SU-71、SU-59、SU-56、SU-48、SU-32、SU-4、
SU-2、CH-111、CH-92

ファイル形式

SU-181、SU-167、SU-164、SU-149、SU-147、SU-138、SU-131、SU-125、SU-118、
SU-96、SU-78、SU-76、SU-66、SU-62、SU-61、SU-50、SU-49、SU-46、SU-44、
SU-43、SU-40、SU-37、SU-36、SU-35、SU-31、SU-29、SU-28、SU-26、SU-25、
SU-22、SU-14、SU-5、G-20

ファイル命名規則

SU-187、SU-183、SU-180、SU-176、SU-175、SU-163、SU-162、SU-158、SU-157、
SU-146、SU-133、SU-123、SU-119、SU-114、SU-112、SU-103、SU-101、SU-78、
SU-72、SU-68、SU-50、SU-38、SU-34、SU-23、SU-13、SU-8、SU-7、CH-236、
CH-131、CH-110

小分類目次
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検符等及び第三者機関検定

SU-178、SU-132、SU-108、SU-67

電子媒体

SU-27

ウィルス対策

該当するデータがありません。

使用文字

SU-150、SU-73、SU-63、SU-42、SU-9、CA-448

各資料の取り扱い

SU-188、SU-186、SU-182、SU-175、SU-174、SU-173、SU-158、SU-155、SU-154、
SU-153、SU-152、SU-151、SU-145、SU-141、SU-140、SU-138、SU-137、SU-136、
SU-128、SU-127、SU-109、SU-106、SU-105、SU-94、SU-92、SU-91、SU-90、SU-89、
SU-88、SU-87、SU-86、SU-85、SU-84、SU-83、SU-72、SU-69、SU-66、SU-61、
CA-334

測地系

A-5

運用他

SU-184、SU-182、SU-170、SU-166、SU-160、SU-142、SU-116、SU-115、SU-110、
SU-102、SU-97、SU-74、SU-70、SU-69、SU-64、CA-439、CA-308、CA-176
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SU-1 [DRAWING]フォルダは、測量成果等の電子納品では原則として使用しないということは、
CAD図面は電子納品しなくてもよいということでしょうか。

　▶▶▶ 測量業務では CAD 図面の格納先として [DRAWING]フォルダは原則として使用せず、そ
の代わり[SURVEY]フォルダの下の該当する測量区分・測量細区分のフォルダに格納する、
ということを意味しています。ただし、この規定は公共測量作業規程に従って作成される
成果に適用されるものであり、それ以外のデータはこの限りではありません。（H15.6.2）

SU-2 業務管理情報と測量情報で同じ事項を書き込めるのは境界座標緯度経度だけです。1枚 1
枚ごとに場所情報を緯度経度変換をして管理項目に記入する必要があるのでしょうか。特
に路線測量の場合は範囲というよりも「線」です。

　▶▶▶ 業務管理ファイルおよび測量情報管理ファイルは1業務につきそれぞれ1ファイル作成して
ください。緯度経度は情報利用の際に「座標による空間参照」の標準的な検索項目となる
ため、国土地理院 HP の緯度経度検索サービス（http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/
index.html）等を利用して必ず記入してください。測点、距離標については、該当しない
場合は記入する必要はありません。

 業務管理ファイルの場所情報は、当該業務の全体範囲を記入します。測量情報管理ファ
イルの場所情報は、当該業務が複数のエリアに分かれていれば、そのエリアごとに緯度経
度または平面直角座標により場所情報を記入してください。各図面単位に記入する必要は
ありません。（H17.2.18）

SU-4 「ファイル説明書」ファイルは、各測量成果管理ファイル（SURV_KTN.XML、
SURV_SJN.XML、SURV_CHI.XML）に登録するのでしょうか。

　▶▶▶ 「ファイル説明書」は所定の命名則に従ってファイルを作成し、各々の成果管理ファイルに
登録してください。（H15.6.2）

SU-5 「ファイル説明書」のフォーマットのようなものは規定されていないのでしょうか。
　▶▶▶ 「ファイル説明書」はオリジナル形式で納品した成果ファイルを説明する資料であり、ワー

プロファイル、機器のマニュアルのコピー等、様々な書式で作成されていることが想定さ
れます。そのため、とくに様式を固定せず、文書等をPDF 形式で納品することのみを規
定しています。（H15.6.2）

SU-7 ファイル命名規則に関し、例えば、基準点測量の測量データで「観測図」があり、 
KITEN-WORK-KTN_Aにデータを格納する場合、要領（案）[H15.3]P71（[H16.6] 版
ではP66）を参照して、ファイル名を決めると、KJAF3001.PDFとなります。ここのF3
は固定なのでしょうか。要領（案）を見ると設定記号が「F」です。このフォルダに基準点
網図と観測図のみの納品となる場合、Fのあとの番号を詰めて基準点網図 KJAF1001.
PDF、観測図KJAF2001.PDFとなるのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H15.3]P70～77（[H16.6] 版ではP65～72）に示されているファイル名は固定です。
すなわち、観測図のファイル名は KJ*F3nnn.PDF（*は複数区域や複数精度による作業の
区分記号、nnnは観測図の通し番号）としてください。（H17.2.18）

SU-8 ファイル命名規則に関し、例えば、基準点測量の測量データで”基準点網図が 5
枚”がある場合、要領（案）[H16.6]P62 のファイルの命名規則に沿って命名すれば、
KJAF1001.PDF～ KJAF1005.PDFです。これに同じ地域の同等なデータを5 枚加えま
す。解りやすく対比しやすいように、KJAF1101.PDF～ KJAF1105.PDF と100 の桁の

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html
http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html
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み替えて飛番（連番）を使用してもよろしいでしょうか。
　▶▶▶ ファイル名の連番に飛番を使うことは可能ですが、ファイルの削除等により欠番が生じる

場合を除き、原則として連番で命名してください。成果個々の管理に必要な情報は「測量
成果管理ファイル（SURV_***.XML）」に必ず記述してください。（H17.2.18）

SU-9 JIS X 0208 に含まれない文字が含まれる文字列を、イメージファイルにするといった手法
を採用する事は構わないでしょうか。公共測量作業規程、基準点計算判例集に記載されて
いる様式内での使用禁止文字に関し、第三者の電算プログラム検定を受けており、変更が
出来ない書式（添付ファイル）もあります。

　▶▶▶ 使用禁止文字は、文字化けや変換エラー等を回避することが目的ですが、業務条件
上、やむを得ず用いる場合はイメージとして処理する等の方法を用いても構いません。

（H15.6.2）

SU-11 要領（案）の適用を踏まえると、狭い地域や、経費の関係で、仮座標で実施する測量には、
適用しなくてもよいとい考えでいいのでしょうか。あるいは、受発注者で協議し、決定する
のでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）は、平成 15 年 4月1日以降に公共測量作業規程に則って実施される測量作業
に適用されます。それ以外の測量作業の成果の納品方法については、受発注者で協議し、
決定してください。（H15.6.2）

SU-13 要領（案）[H15.3]P72の表 5-4 の修正測量の注 1に「連番は最終番号の次の番号を使う。」
とありますが、図化（CZ*）は精度管理表のファイル名が「G9」まで使いきってます。その
次の番号はAとし、「GA」でよいのでしょうか。

　▶▶▶ G9 以降のファイル命名規則としては、アルファベットを用いてGA、GB...と付番してくださ
い。要領（案）[H16.6]P68 をご参照ください。なお、同一業務で新規測量と修正測量の
両方を行なった場合、それぞれ別のサブフォルダ（例 : 新規測量 [ZUKA_A]、修正測量
[ZUKA_B]フォルダ）が必要となること（管理項目の関係から必須）にご注意ください。

（H17.2.18）

SU-14 表 4-2で地形測量のファイル形式の定義がありますが、この中に「既成図数値化」があり
ません。

　▶▶▶ 「既成図数値化」の成果の納品は「デジタルマッピング」の仕様を適用してください。
（H15.6.2）

SU-19 空中写真測量（標定点設置）の成果で要領（案）[H15.3] 表 2-4では「同明細簿等」となっ
ているものが、表 5-4では「標定点測量明細簿等」となっています。どちらが正しいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 公共測量作業規程では「同明細簿等」と記述されており、作業規程に準じて記述しました。
要領（案）[H16.6] では、「標定点測量明細簿等」に統一しました。（H17.2.18）

SU-21 [DOC]フォルダの実施報告書は具体的に何を記載するのでしょうか。
　▶▶▶ 実施した測量作業の概要を報告書として提出する必要がある場合に適用してください。な

お、実施報告書の必要性と内容については、受発注者間の協議により決定してください。
（H15.6.2）
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SU-22 各フォルダ内にファイル形式として「オリジナル」とがありますが、例としてどのようなファ
イル形式があるのでしょうか。

　▶▶▶ 例えば、Microsoft の EXCELで作成した場合、拡張子が「.XLS」形式、WORDで作成
した場合、拡張子が「.DOC」形式など様々あります。（H15.6.2）

SU-23 基準点成果表で 1業務にて2つの等級の基準点測量を行っている場合、このPDFが格
納されるフォルダ構成としては、[SURVEY/KITEN/WORK/KTN_A]となり、[KTN_A]
および [KTN_B]というサブフォルダに各等級のファイルを格納するようになると思います
が、1成果1ファイル単位（各等級をまとめて1ファイル）で作成するとこのファイルは、
[WORK]フォルダの直下に格納してよろしいのでしょうか。また、この場合の成果表につ
くファイル名の設定記号は「KJA」としてよいでしょうか。それとも1成果というのは、各
等級ごとに1成果としているのでしょうか。

　▶▶▶ 各等級ごとに1 成果としています。従って、この場合の成果表のファイル名の設定記号は
「KJA」と「KJB」になります。また、格納フォルダも、「KJA」の場合は「KTN_A」内に、
「KJB」の場合は「KTN_B」になります。（H15.6.2）

SU-25 公共測量作業規程P185には、成果数値データファイル形式が記載されています。これは
成果表の数値データを表すものです。この形式と、要領（案）の成果表出力フォーマットと
の関連を教えてください。成果表出力フォーマットは成果数値データファイルを拡張したも
のなるのでしょうか。その場合、公共測量作業規程の成果数値データファイルは廃止にな
るのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品要領（案）における成果表（数値データ）のフォーマットは、国土交通省公共測
量作業規程の様式第 2-5 の様式を電子納品に対応して拡張したものです。今のところ作
業規程自体が変更される予定はありませんが、電子納品により測量成果を提出する場合
は要領（案）の仕様に従ってください。 （H15.7.14）

SU-26 要領（案）[H16.6]P35 の基準点測量（1）で「成果表数値データは、等級種別等適当な
単位にまとめてファイルを作成する。」とありますが、このまとめてファイルを作成する方法
は具体的にはどのようにするのでしょうか。解釈によって複数の方法が考えられます。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] 付属資料 3 の出力例を参考に A01 からA04 部分を繰返し記入してく
ださい。（H17.2.18）

SU-27 報告書や図面フォルダの扱いが「（10） REPORT、DRAWING、PHOTO、BORING フォ
ルダの扱い測量成果等の電子納品では原則として使用しない。」となってますが、設計業務
の付帯業務として測量業務が存在する場合、その電子納品では、土木設計業務で 1枚の
CD、測量業務で1枚のCDの計 2枚（正副では 4 枚）のCDを納品することになるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 1 枚の CDに格納してください。（正副で各1 枚）ただし、CD1 枚の容量を超える場合は、
複数 CD への格納方法をご参照ください。（H15.6.2）

SU-28 用地図面データをCADで納品する場合に適用されるのは「CAD製図基準（案）」なのでしょ
うか。また、その場合、記述箇所はどこでしょうか。

　▶▶▶ 用地測量のうち、要領（案）[H15.3] を適用する業務で用地図面データを納品する場合は、
受発注者間協議により納品仕様（ファイル形式、内容等）を決定してください。一方、要
領（案）[H16.6] を適用する業務では、用地図面類は原則として拡張 DMにより納品して
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下さい。ただし、設計業務等で拡張 DMによるデータの利用が困難な場合は CAD デー
タでの納品も可能です（参照 : 要領（案）[H16.6]P57）。その場合は、受発注者間協議に
より納品仕様（ファイル形式、内容等）を決定してください。（H17.2.18）

SU-29 要領（案）[H15.3] 表 4-2ファイル形式内のDMインデックスファイルの拡張子は、DMI
の間違いではないでしょうか。

　▶▶▶ 表 4-2 には「ファイル形式」を示しました。DMデータインデックスファイルの拡張子は、
「DMI」となります。拡張子については運用基準を参照してください。（H17.2.18）

SU-31 図面によっては、備考欄記載事項にて「協議によりCADも可能」であると記載されていま
すが、運用基準において「地形測量であればDM形式に加えて、応用測量であれば数値デー
タをTXT 形式にて用地測量であれば用地図の数値データを」とありますが、どこかに定
義はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H15.3] を適用する場合は、受発注者間協議により図面ファイルの形式を決定
してください。ただし、地形測量については DM 形式での納品を原則とし、協議によって
CAD 形式ファイルを追加して納品することとも可能とされています。なお、要領（案）[H16.6]
からは、図面データの納品には基本的に拡張 DM が採用されています。詳細については
要領（案）[H16.6]P47～ 61を参照して下さい。また、拡張 DMについては国土地理院か
ら公表されている「拡張ディジタルマッピング実装規約（案）」をご参照ください。（H17.2.18）

SU-32 等級精度は「等級」「地図情報レベル」のいずれかを必須入力することになっています。「等級」
の参照コードには基準点測量、水準測量の記載しかないため、それ以外の場合は無条件で
「地図情報レベル」に記入することになるのでしょうか。

　▶▶▶ 実施した測量の種類によって「等級」か「地図情報レベル（= 縮尺）」を入力してください。
（H15.6.2）

SU-33 「表 5-2ファイル名設定記号のカテゴリ区分」の中で、説明書類に格納する「業務報告書」
と [DOC]フォルダに格納する「実施報告書」との違いがよくわかりません。

　▶▶▶ 説明書類に格納する「業務報告書」は「河川測量」の成果のひとつです。[DOC]フォル
ダに格納する「実施報告書」とは、必要に応じて実施した測量作業の概要を報告書とし
て提出するものです。なお、実施報告書の必要性と内容については、受発注者で協議し、
決定してください。（H15.6.2）

SU-34 要領（案）[H16.6]P67～ 68の「表 5-4 ファイル命名規則（地形測量成果）」の修正測量
に関し、表下の「注 1）」に「連番は最終番号の次の番号を使う」とありますが、ここでい
う連番とは、「同一種類の成果ファイル内での連番（P62の nnn）」のことでしょうか。

　▶▶▶ 修正測量における精度管理表の格納場所は、測量手法により「平板測量（CH*）」または「図
化（CZ*）」等になり、それによってファイル名も異なります。ここでいう連番とは、表 5-4
では「ファイル名」に記された「G*」（G は精度管理表を表す記号です）の「*」の部分です。

 以下に、修正測量のみを行なった場合の事例を表しますので、参考にしてください。
 【「平板測量」により修正測量を行った場合】
  既に精度管理表のファイル名の設定記号としてG2まで予約されているため新たな設定記

号を G3として、
 ・ファイル名 :CHAG3nnn.PDF （nnnはファイルの通し番号）
 ・格納フォルダ:SURVEY/CHIKEI/WORK/HETS_A

 【「空中写真測量」により修正測量を行った場合】
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  既に精度管理表のファイル名の設定記号としてG9まで予約されているため新たな設定記
号を GAとして、

 ・ファイル名 :CZAGAnnn.PDF （nnnはファイルの通し番号）
 ・格納フォルダ:SURVEY/CHIKEI/WORK/ZUKA_A

 なお、同一業務で新規測量と修正測量の両方を行なった場合、それぞれ別のサブフォルダ
（例 : 新規測量 [ZUKA_A]、修正測量 [ZUKA_B]フォルダ）が必要となること（管理項
目の関係から必須）にご注意ください。（参照 :[SU-13]）（H17.2.18）

SU-35 要領（案）[H15.3] において、基準点成果表（数値データ）は付属資料7を利用する様に
明記されていますが、その他全般の成果表（数値データ）に関しては「TXT形式で納品する」
とされています。これはP51の「空中三角測量」-（1）に詳細が記載されている「受発注
者間の協議により決めるものとし、ファイルはそれぞれ1ファイルとする」と同じと考えれ
ばいいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準点及び水準測量の成果表（数値データ）の型式は、要領（案）[H15.3] では付属資料7、
要領（案）[H16.6] では付属資料 3を参考としてください。それ以外の成果表（数値データ）
の形式については「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 測量編 ]」
を参考として、受発注者間協議により決定してください。

 空中三角測量成果表については「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）
[ 測量編 ]」P71をご参照ください。（H17.2.18）

SU-36 測量成果の電子納品においても、PDFファイルにしおりを作成しなければいけないのでしょ
うか。

　▶▶▶ 測量成果のPDFファイルにおける「しおり」の作成は任意です。受発注者で協議し、し
おりの取り扱いを決定してください。（H15.6.2）

SU-37 要領（案）には「数値データをTXT形式で納品する」「数値データを納品する」等のように「数
値データ」が多々記載されています。それぞれの「数値データ」が示す主要な内容（最低必
要記載項目等）を提示することはできないのでしょうか。

　▶▶▶ 基準点測量及び水準測量の成果表（数値データ）については、要領（案）[H15.3] では付
属資料 7、要領（案）[H16.6] では付属資料 3 に示されている仕様を参考にしてください。
その他の「数値データ」については、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライ
ン（案）[ 測量編 ]」を参考として、測量機器やソフトウェアのオリジナル形式等を受発注
者で協議し、決定し納品してください。応用測量の図面をCADで納品する場合は、受発
注者で協議し、データ形式を決定してください。（H17.2.18）

SU-38 ファイル命名規則に関し、複数精度や複数地域で測量を区分する場合にA、B、C...と先
頭 3文字目が変化する仕様になっていますが、フォルダにおいて明らかに仕分けする複数
精度や複数地域をファイル名まで同様に変化させなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 複数精度や複数地域での測量作業に応じて、フォルダ区分同様にファイル名を命名してく
ださい。

 【A・B の 2 地区の航測撮影における標定図の電子納品例】
  A 地区 :SURVEY/CHIKEl/WORK/SATU_A/CSAF4001.PDF
  B 地区 :SURVEY/CHIKEl/WORK/SATU_B/CSBF4001.PDF

 詳細については、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 測量編 ]」
P29をご参照ください。（H17.2.18）
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SU-39 要領（案）[H15.3]「表 5-*」で定義されている「DATA・WORK区分」の値が成果区分と
一致しないものがあります。これらのファイルの保存先を教えてください。

・ 基準点測量の測量標の地上写真 : 成果区分→測量記録、DATA・WORK区分
→OTHRS

・ 水準測量の測量標の地上写真 : 成果区分→測量記録、DATA・WORK区分→
OTHRS

・ 用地測量の資料調査の公図等転写連続図 : 成果区分→測量成果、DATA・
WORK区分→WORK

・ 用地測量の境界確認の復元箇所位置図 : 成果区分→測量成果、DATA・WORK
区分→WORK

　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。（H17.2.18）
・ 「測量標の地上写真」→成果区分 : 測量記録、DATA,WORK 区分 :WORK（基

準点、水準とも）
・ 「公図等転写連続図」→成果区分 : 測量記録、DATA,WORK 区分 :WORK
・ 「復元箇所位置図」→成果区分 : 測量成果、DATA,WORK 区分 :DATA

SU-40 測量成果については、[SURVEY]フォルダ以外使用しないということですが、測量作業写
真、用地測量での立会写真などは、どのフォルダに格納するのでしょうか。またファイル形
式は、JPEG形式でよいでしょうか。

　▶▶▶ 測量作業写真や立会写真等は、公共測量量作業規程に記された「測量成果」ではないため、
原則として電子納品の対象とはしておりません。ただし、発注者より納品を指示された場合、
又は、受発注者間協議によって納品対象となった場合、下記の何れかに準じて納品してく
ださい。

【デジタル写真情報管理基準（案）に従って作成の指示があった場合】
・ 上記基準（案）に従って、「PHOTO」フォルダに格納してください。
【それ以外】
・ 受発注者間の協議によって、格納フォルダ、ファイル形式を定めてください。
例） ワープロソフトに写真ファイル（JPEG）を貼り付けた形式で編集したものを、

「PDF」形式で作成し、「DOC」フォルダ内に格納する。等
 （H16.2.10）

SU-41 要領（案）[H15.3]P23 の「表 2-4 成果ファイルの格納先フォルダ一覧表」では、用地測
量 -資料調査 -公図等転写連続図は測量成果になっていますが、P76の「表 5-7 ファイル
命名規則」ではWORK（測量記録）になっています。どちらが正しいのでしょうか。同じ
く境界確認 - 復元測量 - 復元箇所位置図についても矛盾しているので、どちらが正しいの
か教えてください。

　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。（H17.2.18）                              
・「公図等転写連続図」→成果区分 : 測量記録、DATA,WORK 区分 :WORK
・「復元箇所位置図」→成果区分 : 測量成果、DATA,WORK 区分 :DATA

SU-42 要領（案）[H15.3] の成果表出力フォーマット出力例のZ01のタイトルには「平成 13 年」
と全角数字が使われていますが、これは半角数字の誤記でしょうか。

　▶▶▶ 半角数字を原則としますが、既往のシステム等の制約がある場合は当面の措置として全角
数字の使用も可とします。なお、ご指摘の箇所は半角数字に訂正します。 （H17.2.18）
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SU-43 応用測量に関して、TXT形式で提出することが求められている成果表（縦断測量、横断測量、
詳細測量、境界測量等） の数値データフォーマットが付属資料に全く記載されていません。
どのようなフォーマットの数値ファイルを作成すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 応用測量の成果表（数値データ）の形式については、測量機器・ソフトウェアの対応形式、
一般に普及した形式等を含め、受発注者間協議により決定し納品してください。（H16.2.10）

SU-44 要領（案）[H15.3] P63 ～ 66（[H16.6] 版ではP57～ 61）に「用地測量成果ファイルの
面積計算書（数値データ）、用地実測データの数値データをTXT形式」数値データ（TXT
形式）と随所にありますが、具体的にはどのようなファイル形式（フォーマット）が想定さ
れているのでしょうか。用地実測データ、用地平面データ の数値データのTXT形式とは
どのようなフォーマットでしょうか。

　▶▶▶ 応用測量の「数値データ」については、測量機器やソフトウェアのオリジナル形式等を受
発注者で協議し、決定し納品してください。（H17.2.18）

SU-45 フォルダ構成に関して、[SURVEY] の中に [KITEN]、[SUIJUN] などのフォルダ、その
中に [WORK]、[DATA]、[OTHRS] とあり、その [OTHRS] には「各種説明書や説明
書を格納する」と記述されています。

 * 各種証明書や説明書というのは使用する機器の検定証明書、プログラムの検定証明書な
どと考えてよろしいでしょうか。

　▶▶▶ [OTHRS]フォルダには、測量機器検定証明書や、オリジナル形式のファイルで納品する
成果などのファイル説明書を格納してください。（H15.6.6）

SU-46 手書きの観測手簿についての取り扱いが明記されていませんが、下記のような場合、手書
きの手簿をスキャニングして、PDF化して納品すればよろしいのでしょうか。

 【例】基準点測量などの観測手簿では、TSなどによりPCで観測手簿の電子化はできる。
しかし、水準測量等の場合、手書きの手簿が作成される。

　▶▶▶ 手書きの手簿はスキャニングのうえ PDF化し、所定のファイル命名規則と格納フォルダに
従って納品してください。（H15.6.6）

SU-48 測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）の測量情報カテゴリ内に [新規修正区分 ] 項目
があり、ここで「新規測量 /修正測量 /定期測量」を設定するようになっていますが、同
一フォルダに修正測量と他業務のファイルが混在するという要領（案）[H15.3] P73 の「注 
1）」の記述との矛盾が生じます。

　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。修正測量を行なった場合、別のサブフォルダ（例 [ZUKA_B]フォ
ルダ）が必要（管理項目の関係から必須）となります。（H17.2.18）

SU-49 要領（案）[H15.3] 表 2-4,4-*,5-*、それぞれで名称が不整合となっていますので統一して
いただけないでしょうか。

・ 用地測量の測量細分類の「補助基準点設置」: 補助基準の設置、補助基準点の
設置、補助基準点設置

・ 河川測量の定期縦横断測量 : 成果表、測量成果整理表、成果表（数値データ）、
測量成果（数値データ）

・ 路線測量の中心線測量の条件点の決定 : 条件点の決定、条件点の観測
・ 空中三角測量の座標測定簿 : 座標標定簿、座標測定簿
・ 表 2-4、P.21の路線測量で測量記録と測量成果で測量細区分名が違う : 測量記
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録→幅杭測量 測量成果→用地幅杭設置測量
　▶▶▶ ご指摘のとおり、名称に不整合がありましたので、修正します。詳細は正誤表をご覧くだ

さい。（H17.2.18）

SU-50 GPS 測量の解析で観測記簿と観測記録簿がありますが、観測記簿のファイル名はD3で
すが観測記録簿のファイル名と格納フォルダがわかりません。どうすればよろしいのでしょ
うか。

　▶▶▶ GPS 測量の測量記録・成果の格納方法ついては、現在、検討中であり、要領（案）の次
期改訂時に反映される予定です。

 現行の要領（案）に規定されていない測量記録・成果については当面の間、受発注者間
協議によりOTHRSフォルダに格納してください。（H17.2.18）

SU-51 測量において平面図を作成する際、レイヤ名の分類は暗渠や地類界などの破線で表現する
事が公共測量作業規程に記載されていますが、CAD製図基準（案）においてはS-BGD（現
況地物）・線色（白）・線種（実線）となっています。この場合、どちらに準じて作業すれ
ばよいのでしょうか。

　▶▶▶ 公共測量作業規程に則って実施する測量作業で作成される地形図の図式は、当該作業規
程の大縮尺地図図式に従ってください。

 また、受発注者間協議により平面図を CAD データとして納品する場合のデータ仕様は
「DM-CAD（SXF）変換仕様（案）」（http://www.jacic.or.jp/hyojun/dm-cad.htm）を
参考としてください。

 また、電子納品の方法は、測量成果電子納品要領（案）に従ってください。応用測量に
おいて平面図を作成する場合も原則として公共測量作業規程の内容に準ずることになりま
すが、電子納品の際のデータフォーマット等は受発注者間の協議により決定してください。

（H17.2.18）

SU-54 業務報告書などをワープロソフトで作成した場合、「土木設計業務等の電子納品要領（案）」
のように、PDFファイルに変換する前のオリジナルファイルを格納する必要はないのでしょ
うか。

　▶▶▶ 河川測量の定期縦横断測量で作成する業務報告書は PDF で納品することとしており、オ
リジナルファイルの納品を義務づけてはいません。ただし、オリジナルファイルの提出を否
定するものではなく、必要な場合は受発注者間の協議で定めてください。なお、これ以外
の任意に作成する実施報告書等はオリジナルファイルのみをそのまま [DOC]フォルダに格
納して納品してください。（要領（案）[H16.6]P6）（H17.2.18）

                      
SU-55 地形測量の成果は、測量細区分が無く、[CHIKEI/DATA] の直下にファイルを格納するよ

うになっていますが、要領（案）[H15.3] 付 -83 ページの記入例には測量成果フォルダパ
スとして、[CHIKEI/DATA/ZUKA_A]と記述されています。DATA以下にサブフォルダ
は必要なのででしょうか。また、作成しても問題ないのでしょうか。

　▶▶▶ 正誤表をご覧ください。要領（案）[H15.3] 付 -83 の記入例の記述の誤りです。地形測量
のDATAフォルダ以下にサブフォルダは必要ありません。（H17.2.18）

SU-56 管理ファイル（XML）はどのように利用するのでしょうか。
　▶▶▶ 測量作業の概要や成果品に関する情報を構造化して記述する事を目的に、管理ファイルを

XMLで記述することとしました。この管理ファイルは、電子納品媒体のチェックシステム、
電子納品保管管理システム（何れも国土交通省の地方整備局で順次運用が始められていま

http://www.jacic.or.jp/hyojun/dm-cad.htm
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す）等で媒体の管理や成果品の検索項目等の重要なデータとして利用されています。また、
公共測量においては測量法に基づく測量成果の保管・閲覧・提供における管理項目として
利用される予定です。（H15.7.1）

SU-59 測量情報管理ファイルの中に、等級または地図レベルを記入することになっていますが、
用地調査において境界測量、境界確認等の地図レベルには、当該地の公図の縮尺もしく
は成果となる用地実測図の縮尺、どちらを記入するのがよいのでしょうか。

　▶▶▶ 測量情報管理ファイルには、測量細区分と測量区域の組み合わせ毎に、測量成果等の等
級精度を記入してください。例えば、「資料調査」は公図の縮尺、「境界測量」は用いた
基準点の等級、「用地実測平面図等の作成」は用地実測図データの地図情報レベルに該
当する値を記入してください。 （H15.7.14）

SU-61 測量委託業務の表紙（先頭ページ）や目次はどのフォルダに格納すればよいでしょうか。
　▶▶▶ 測量委託業務の表紙や目次は、オリジナル形式（ワープロ等）のファイルで「DOC」サブフォ

ルダ（要領（案）[H16.6]P6 参照）に格納して提出してください。 （H17.2.18）

SU-62 基準点測量等による観測手簿、計算簿などをPDFにより納品する場合には、器械ごとにファ
イルを分けるのでしょうか、それとも1つのPDFファイルに複数の器械点を入れて作成す
るのでしょうか。

　▶▶▶ 器械毎にファイルを分ける必要はありません。ただし、当該成果を再利用する場合に器械
毎に分けられている方が利用しやすいと判断される場合には、適宜ファイルを分けて電子
成果品を取りまとめてください。 （H15.7.14）

SU-63 [SU-42] の回答によると、数値データ（TXT形式）は要領（案）[H15.3]「8-2 使用文字」
の対象外になるのでしょうか。使用文字の規定が適用される対象を明確にしてください。

　▶▶▶ 平成 16 年 6月の要領・基準（案）の改訂により、「使用文字」の規定が適用されるのは
管理ファイルのみとなりました。（参照 : 土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6] 「8-2
使用文字」）したがって、成果表（数値データ）において使用文字は特に制限されませんが、
長期的な見読性確保の観点から、可能な限り、「使用文字」の規定に準拠してデータを作
成するようにしてください。（H17.2.18）

SU-64 設計関係の測量の発注仕様では、平板測量や地形測量となっていますが、電子納品の地
形測量に該当するのか、路線測量の詳細測量（詳細平面図）に該当するのか不明です。

　▶▶▶ 公共測量作業規程の内容に準じ、対応する測量作業の区分に従って電子成果を作成して
ください。 （H15.7.14）

SU-65 測量の業務委託の中で、補償業務も発注になった場合は、測量成果電子納品要領（案）
[H16.6] の P6 の（10）では測量成果等の電子納品では REPORT、DRAWING、
PHOTO、BORINGは原則として使用しないとありますが、補償業務が同時に発注になっ
た場合には使用してよいのでしょうか。

　▶▶▶ 補償業務が測量業務と同時に一つの業務として発注された場合は、測量成果をSURVEY
以下のフォルダに格納し、補償業務の成果は原則としてSURVEY以外のフォルダを使用
して納品してください。要領（案）[H16.6] の P6（10）の記述は測量成果の格納先として
の原則を示したものであり、測量作業と併せて発注される業務の成果の納品方法につい
ては、土木設計業務等の電子納品要領（案）および関連する要領・基準（案）に従って
納品してください。（H17.2.18）



測量成果電子納品要領（案）-SU　　221測量成果電子納品要領（案）-SU　　221

SU-66 GPS 測量観測記簿などで一部記簿に点検内容を手書きで記入する場合、その記簿だけス
キャナで読み込みPDF化すればよいのでしょうか。また、記入していないPDFファイル
を納品してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 点検内容を書き込んだ記簿を改めてスキャナで入力して電子納品する必要はありません。
なお、作業工程中の点検作業によって検符が付された記簿（紙媒体）については、受発
注者間協議により提出の必要性を決定してください。（H15.7.28）

SU-67 第三者機関検定という項目がありますが、どのような場合に第三者機関検定を受けるので
しょうか。発注者側からの指示があるのでしょうか。

 また、第三者機関とは、どのような機関のことをいうのでしょうか。
　▶▶▶ 第三者機関検定は、高精度を要する成果等について測量計画機関（発注者）の指示によ

り専門機関に委託して実施する検定手続きであり、公共測量作業規程に定められています。
通常、第三者機関検定が必要な場合は特記仕様書にその旨が指示されています。測量成
果の検定機関については国土地理院にお問い合わせください。（H17.2.18）

SU-68 測量業務において、受発注者間の協議により電子成果品としてCADデータを電子納品す
る場合、ファイル命名規則は測量成果電子納品要領（案）とCAD製図基準（案）のどち
らに従えばよいでしょうか。また、そのファイル命名規則により、成果品の格納フォルダを
下記のとおり解釈してよろしいでしょうか。

・CAD製図基準（案）によるファイル名の場合→DRAWINGS
・測量成果電子納品要領（案）によるファイル名の場合→SURVEY

 ただしCADデータは、受発注者間協議において、次工程の設計に用いるために「CAD
製図基準（案）に準じてCADデータを作成すること」となった場合を想定しています。

　▶▶▶ 公共測量作業規程に基づく測量成果を電子納品する場合、「測量成果電子納品要領（案）」
に従い、ファイル命名を行い、成果ファイルを「SURVEYフォルダ」に格納するようにして
ください。

 ただし、特記仕様書等で「CAD 製図基準（案）」に従い「DRAWINGフォルダ」に成果ファ
イルを格納するようにとくに指示があった場合は、この限りではありません。（H17.2.18）

SU-69 [SU-61] にて、「測量業務において表紙や目次をDOCフォルダに格納する」とありますが
電子納品において表紙、目次の作成は義務付けられているのでしょうか。

　▶▶▶ 報告書の表紙及び目次の作成は義務づけられていません。[SU-61} の回答は、発注者か
らの指示等により表紙及び目次を提出する場合に適用してください。（H15.8.12）

SU-70 測量業務において、例えば、必ずしも河川測量等を行わない場合があると思いますが、こ
の場合 [KASEN]フォルダを作成しなくてもよいのでしょうか。作成するのであれば、その
フォルダ内に何かファイルを格納するのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] より、格納する電子ファイルがない場合、フォルダを作成しなくてもよ
いことになっています。要領（案）[H16.6]P2をご参照ください。（H17.2.18）
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SU-71 管理ファイルに関しては、XML形式ということですが、XMLの規定に関して要領のどこに
も記述されていません。大まかな構造などは図示されていますが、XMLの入力規則やヘッ
ダ記述の意味、各要素の形態、DTD内での宣言のしかた、XMLとDTDの相関関係つ
いてもまったく記述がないため、XMLファイルの作成が困難です。XMLについて内容を
詳しく学ぶ方法はないでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] の付属資料 1、2 をご参照下さい。各管理項目の DTD の構造及び
XML 記入例が示されています。また、DTDは要領（案）のHP で公開されていますので、
そちらも併せてご利用下さい。（H17.2.18）

SU-72 TS 地形測量において発注者より現況平面図をDMデータではなくCADデータ（P21）で
納品するように指示されました。その際のファイル名はどのようにつければよいでしょうか。
また、どのフォルダに格納すればよいでしょうか。

　▶▶▶ TS 地形測量において地形図をCAD データ（P21）で納品する場合は、以下のファイル名
及びサブフォルダにより提出してください。 

命名則 :CH*B1nnn.P21
格納フォルダ:SURVEY\CHIKEI\DATA 

 なお、受発注者間の協議によりCAD 製図基準（案）に準じて納品する場合はこの限りで
はありません。 

 ただし、公共測量作業規程では DMデータファイルが TS 地形測量の正式な納品形式と
して定められています。したがって、上記データの提出と併せて DMデータファイル（拡
張 DM 形式）を測量成果電子納品要領（案）に従って納品してください。http://psgsv.
gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm（H17.2.18）

SU-73 業務管理ファイル（INDEX_D.XML）の業務件名を入力する場合、全角文字で入力するこ
ととなっているが、業務名に数字が使用されているときは、どのようにして入力したらよい
のでしょうか。（例 一般国道 40 号士別市道路敷地測量業務 ）

　▶▶▶ 業務管理項目の「業務件名」で使用されている数字は半角で入力してください。（H17.2.18）

SU-74 汀線測量の運用基準で精度管理表の記述がありますが、公共測量作業規程では精度管理
表の提出は求められていません。また、要領（案）[H15.3] の成果等格納フォルダ一覧表、
ファイル形式、ファイル命名規則でも記述されていないのですが、運用基準の記入が間違っ
ているのでしょうか。

　▶▶▶ 運用基準の誤りです。汀線測量では精度管理表を提出する必要はありません。正誤表を
ご覧ください。（H17.2.18）

SU-75 用地測量成果で境界測量の成果表、境界点間測量の精度管理図は、公共測量作業規定で
は、「測量成果」として扱われていません。

 どのような様式で作成すればよいのでしょうか。
　▶▶▶ 境界測量の成果表、成果表（数値データ）、及び精度管理図については、運用実態に照ら

し合わせその納品の有無と様式を受発注者間協議により決定してください。なお、ファイ
ル形式、命名則は要領（案）に従ってください。（H15.8.29）

 （注）精度管理図 : 精度管理表（必須）の内容の確認支援を目的に、用地平面図上に精
度管理表の値を記入したもの。

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm
http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm
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SU-76 レベルの点検調整やコンペンセータの機能点検の手簿は、どのフォルダに格納すればよい
のででしょうか。また、ファイル名の付け方を教えてください。

　▶▶▶ レベルの点検調整やコンペンセータの機能点検の手簿は原則として納品する必要はありま
せん。ただし、発注者の指示により納品する場合は、該当する測量区分の [OTHRS]フォ
ルダに「その他資料」として格納して提出してください。（H15.8.29）

SU-77 検測図（平面、縦横断）はどのフォルダに格納すればよいのでしょうか。
　▶▶▶ 検測図は「検符」を付した資料の扱いに準じ、原則として電子納品の対象外です。ただし、

紙資料の検測図（赤色で点検値を手書きで記入したもの）自体の納品の有無は、受発注
者間協議で決定してください。（H15.8.29）

SU-78 流量観測作業における電子納品はどの要領（案）に準拠すればよいのでしょうか。
　▶▶▶ 流量観測作業の電子納品は、「土木設計業務等の電子納品要領（案）」及び関連する要領・

基準（案）を適用してください。（H17.2.18）

SU-79 現在使用している電子納品支援ツールでは、測量に関わる管理ファイルが作成できません。
表計算ソフト等の入力シ－トはないのでしょうか。

　▶▶▶ 表計算ソフト等による入力シートの提供は行っておりません。電子納品支援ツールの各メー
カに測量への対応状況をお問い合わせください。（H15.9.11）

SU-80 「PDF形式の成果表は1成果1ファイルの成果単位で作成」となっていますが、1座標1ファ
イルということでしょうか。その場合、3、4級成果表はどのように取り扱えばいいのでしょ
うか。

　▶▶▶ PDF 形式の成果表は 1 座標（=1様式）1ファイルとして作成してください。ただし、3、4
級基準点の成果表は現行の整理様式に準じ、複数点で1ファイルとして作成してください。

（H15.9.11）

SU-81 [WORK]と[DATA]のサブフォルダ構成は常に対になるべきでしょうか。例えば、[WORK]
フォルダにサブフォルダ [YSIRYO_A]を作成した場合、[DATA]フォルダに収めるベきファ
イルがないときでもサブフォルダ [YSIRYO_A] は作成しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ [WORK]フォルダおよび [DATA]フォルダより下位のサブフォルダは、対にする必要はあり
ません。格納するファイルの有無に応じて作成してください。（H15.9.11）

SU-82 3 級基準点の地上写真は、PDF形式で納品となっていますが、[SURVEY]フォルダ、ま
たは [PHOTO]フォルダのどちらに格納すればよいのでしょうか。特記仕様書では「写真
の提出第 20 条 写真は（デジタル写真管理情報基準案）に基づいて提出するものとする」
とありますが基準点の地上写真についてはどのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、測量標の地上写真（PDF）は SURVEYフォルダに格納してください。ただし、
特記仕様書でとくに指示がある場合はそれに従ってください。（H15.9.11）

SU-83 成果数値データについて、電子基準点を使用した場合が考慮されていません。
　▶▶▶ 要領（案）[H16.6] において、電子基準点を考慮した形で成果表出力フォーマットの改訂

を行いました。
 要領（案）[H16.6] 付属資料 3をご確認ください。（H17.2.18）
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SU-84 座標データに関して、節点も作成するのでしょうか。（現在の測量ソフトでは自動作成されて
いる）

　▶▶▶ 節点の成果は原則必要ありません。（H15.9.11）

SU-85 座標データに関して、応用測量での補助基準点測量は必要なのでしょうか。
　▶▶▶ 補助基準点の成果表（数値データ）については受発注者間の協議により納品形式を決定し

てください。応用測量の成果表（数値データ）には、要領（案）[H16.6] 付属資料 3 の成
果表出力フォーマットは適用されません。（H17.2.18）

SU-86 点番号（省略不可）について、計算ソフトでは点番号でなく名称での計算・管理ができるの
で点番号を設定することはないと考えますが、設定しなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 作業規程の様式第 2-5 に準じ、基準点は 5 桁、水準点は 11桁の整数を点番号として記
入してください。（H15.9.11）

SU-87 標高・ジオイド高（m以下3 位、省略可）について、1,2 級基準点測量では 0.01位の結
果とすることができますが、mm位は“0”を記入するのでしょうか。

　▶▶▶ 1～ 2 級基準点測量で標高の計算を 0.01位までとした場合は、最下位桁（mm 位）に 0
を記入してください。（H15.9.11）

SU-88 属性データの等級（省略不可）について、節点は、計算種別の等級を記入するのでしょうか。
　▶▶▶ 節点には等級を記入する必要はありません。（H15.9.11）

SU-89 属性データの縮尺係数（省略不可）について、規程では秒位の計算ですが、要領では 0.1
秒位となっています。

　▶▶▶ 縮尺係数は、少数点以下6 位まで記載してください。（H15.9.11）

SU-90 属性データの埋表形式（省略不可）について、埋標をしてない点の標杭も記載が必要なの
でしょうか、また、電子基準点は何を記入するのでしょうか。

　▶▶▶ 一時標識であれば埋標形式、標識は省略可、電子基準点の埋標形式は0（地上）、標識は1（金
属標）となります。（H15.9.11）

SU-91 属性データの標識（省略不可）について、標示杭は何に記入するのでしょうか。また、電
子基準点は何を記入するのでしょうか。

　▶▶▶ 一時標識であれば埋標形式、標識は省略可、電子基準点の埋標形式は0（地上）、標識は1（金
属標）となります。（H15.9.11）

SU-92 視準データの方向数（省略不可）について、GPS測量では視通方向の無いものは通常成
果表に記載していませんが、視通方向がまったくない測点では“0”と記入したらよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 視通方向が全くない測点では、視準データA03（方向数）に 0 を記入してください。その
場合、視準データA04（視準成果）の記載は必要ありません。（H17.2.18）

SU-93 方位標の取り付けを行った場合では、点番号、点名称、等級は必要となるのでしょうか。
　▶▶▶ 方位標の点番号は必要ですが、点名称、等級は必要ありません。（H15.9.11）



測量成果電子納品要領（案）-SU　　225測量成果電子納品要領（案）-SU　　225

SU-94 要領（案）[H15.3]「付属資料7. 成果表出力フォーマット」の水準測量成果表フォーマット
で座標データの緯度経度が「省略不可」になっていますが、「省略可」ではないでしょうか。
また、3級以下に対しても新点の緯度経度を記載するのでしょうか。

　▶▶▶ 成果表フォーマットについては、要領（案）[H16.6] で見直しを行いました。要領（案）[H16.6]
付属資料 3をご確認ください。水準測量成果表フォーマットにおける「経緯度」は省略可
能です。（H17.2.18）

SU-95 [SU-32] に関連して、等級精度は「等級」「地図情報レベル」のいずれかを必須入力する
ことになっていますが、例えば用地測量資料調査や地形測量の空中三角測量のように必ず
しも等級や地図情報レベルが明確でないものはどのように記入をすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 「等級精度」には以下の基準に従って記入してください。
（1） 納品する成果自体の等級精度を記入する。
（2） 成果自体の等級精度が明確でない場合は、その作業が目的とする最終的な成果

の精度に該当する値を記入する。
（3） 上記いずれにも該当しない場合は、「等級」または「地図情報レベル」の何れか

に「99」を記入する（正誤表参照）。
（例） 地図情報レベル 2500 のデジタルマッピングを目的に実施する空中三角測量 :「地

図情報レベル」は「2500」
（例） 用地測量の資料調査のみが単独で発注され、境界測量の等級が未定の場合 :「等

級」は「99」
 （H15.9.11）

SU-96 応用測量に記載されている数値データをTXT 形式とありますが、基準点及び水準点の記
載例以外は付属資料参照の上という扱いで漠然とし、各ソフトメーカにおいて確立されてお
りません。実務を行う側としても将来的にどういう意図で策定されたものなのか判らず発注
者側との協議に支障をきたしております。例えば、TXT形式の記載方法が確定するまでは、
従前から一般に使用されている、sim形式（日本測量工業会統一規格）を準用するなどの
方法ではいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 応用測量における成果表（数値データ）の納品形式については、一般に普及している形式
を含め、受発注者間協議で決定してください。ご指摘の通り既に業界規格の形式も広く
利用されている実態を踏まえ、運用上望ましい形式を受発注者間の協議で決定してくださ
い。（H15.9.11）

SU-97 [CA-176] の回答について、SXFの点であれば実際の測量座標を正確に取得できると思う
のですが、三角点など、線と塗り図形の要素だけで書かれている場合、中心の座標を取得
するために、補助線などを書き座標を取得するという作業をしなければならないのでしょう
か。図面を再利用するという観点から考え、中心に点を打つなど簡単に座標を取得できる
ような運用で対応してよいでしょうか。

　▶▶▶ 国土地理院に登録されている基準点の情報は 「基準点成果等閲覧サービス（http://
cpservice.gsi.go.jp/kijunten2k/）」 を利用して調べてください。 

 また、DMデータをSXF に変換して利用する場合は地図記号を点マーカフィーチャに
変換するようになっていますので、この場合、中心座標の取得は容易となります。（参照 :

「DM-CAD（SXF）変換仕様（案）」P5）http://www.jacic.or.jp/hyojun/dm-cad.htm
 （H17.2.18）

http://cpservice.gsi.go.jp/kijunten2k/
http://cpservice.gsi.go.jp/kijunten2k/
http://www.jacic.or.jp/hyojun/dm-cad.htm
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SU-98 用地または路線測量等と同時に基準点測量業務を行った場合、北海道地区では、20 ～
30km離れた電子基準点を使用することがありますが、場所情報の記入方法は下記の通り
でよいのでしょうか。

  業務情報 基準点作業（電子基準点）を含めた全域
  測量情報 用地・路線測量を実施した（新点を設置した）範囲

　▶▶▶ 「業務情報管理項目」に記入する「場所情報」には、ご質問の通り基準点作業（電子基準
点）を含めた全域に該当する範囲を記入してください。一方、「測量情報管理項目」に記
入する「場所情報」は繰り返し項目として複数地域に分けて入力することが可能です。原
則として「測量細区分」毎に作業範囲が異なる場合は、それぞれ記入してください。また、
同じ「測量細区分」に該当する作業であっても必要に応じて複数区域に分けて記入するこ
とが可能です。

 ご質問の例で、基準点測量、用地測量、路線測量それぞれ作業範囲が異なる場合は、
それぞれの「場所情報」を「測量区域番号」で識別して「測量情報管理項目」に記入して
ください。（H15.9.29）

SU-99 [SU-59] に関連して、地図レベルで作図図面の縮尺及び資料調査の公図の縮尺が複数あ
る場合の入力方法はどのようにすべきでしょうか。

　▶▶▶ 複数の縮尺で作図を行った成果を納品する場合は、それぞれの縮尺（地図情報レベル）
毎に「測量情報管理項目」の「測量情報」（繰り返し項目）を記入してください。また、
資料調査で公図の縮尺にばらつきが多い場合など、「等級精度」を一義に決定することが
困難である場合は「99」を記入してください。（H17.2.18）

SU-100 管理項目にソフトウェア情報を明記するようになっていますが、ソフトウェア名はその計算
書を作った時のソフトウェア名（計算ソフトなど）を記入するのでしょうか、それともPDFファ
イルを作成したときのソフトウェア名を記入するのでしょうか。

　▶▶▶ 「測量成果管理項目」に記入する「測量成果作成ソフトウェア名」は、電子成果を再利用
する際に必要なソフトウェア環境を第三者が判断するための情報を提供することを目的とし
ています。したがって、PDFファイル、DMデータファイル、テキストファイル、オリジナル
形式ファイル、CADファイル等、それぞれのファイルを作成した際に用いたソフトウェアを
示してください。計算簿（数値データ）などオリジナル数値データ形式のファイルについては、
計算ソフトの情報を記入してください。（H17.2.18）

SU-101 オリジナルファイルの命名規則および格納場所の記載が見あたりません。測量の場合はど
の様に対処すればよいのでしょうか。

例） 基準点成果表  PDFとXLS双方にて納品の指示
 KTN_A/KJAA1001.PDF   チェックソフトOK
 KTN_A/KJAA1002.XLS        〃   OUT

　▶▶▶ オリジナルファイルの納品が可能な成果は、要領（案）表 4-1～表 4-5で「オリジナル」と
示されている場合、または【運用基準】でオリジナル数値データ形式が示されている成果
のみです。その場合は要領（案）の「ファイル命名規則」に準じて命名し、拡張子にはオ
リジナル形式の拡張子を適用してください。ご質問の基準点成果表については、PDFま
た及びテキスト形式の成果表（数値データ）（要領（案）[H16.6] 付属資料 3）を標準として
います。それ以外の形式のデータは受発注者間協議により [OTHRS]フォルダに格納する
ようにしてください。（H17.2.18）
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SU-102 [D-68] の回答では、業務・工事ともに歩掛りの増減は実施しないとなっていますが、測量
業務における電子納品の委託費はどのようになっているのでしょうか。

　▶▶▶ 測量成果の電子納品は既往の歩掛りに沿って作業を実施してください。ただし、問題
点がある場合は、現場の運用状況を踏まえ、基準類の見直しを適宜実施する予定です。

（H15.9.29）

SU-103 測量成果品を作成しております。
 地形測量成果のDMデータファイルをdxfとp21（CAD形式）で格納して、チェックシス

テムver3.5でチェックしたところ下記 4ファイルについて「ファイル名が命名規則にあって
いません。」というエラーが出ます。測量成果電子納品要領（案）[H15.3] では拡張子が
DM/DMI の場合、受注者との協議によりCAD形式でも納品することができるとあります。

CMAB1001.P21
CMAB1002.DXF
CMBB1001.P21
CMBB1002.DXF

　▶▶▶ 地形測量の成果において DMデータファイル形式で格納すべきファイルは、DM/DMI 形
式で格納してください。これらのDM/DMI 形式のファイルに加えて受発注者協議により
CADファイルを格納することもできます。

 チェックシステムVer3.51より、DMに加えてCADファイルを格納した場合でもエラーとは
なりません。最新のチェックシステムをご利用ください。

 （H17.2.18）

SU-104 [SU-8] の回答にて、ファイル名を飛番してもよいとのことですが、同様類似の事例で、水
準測量 5地区そのうち2地区にて基準点測量も同時に作業する場合、地区が対比しやすい
ように細区分サブフォルダを [KTN_A]、[KTN_D]と行っても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 現在の要領（案）ではファイル名の飛び番は禁止されていませんがファイル削除等によ
りやむを得ず欠番となる場合を除き、原則として連番でファイル名を付与してください。

（H15.10.14）

SU-105 発注者より要領外の成果品（オリジナルデータ）の提出を求められた場合、どのように電
子納品すればよいのでしょうか。

 例えば、基準点成果表はPDF形式にて、成果表（数値データ）は、作業規程又は要領
記載のレコードフォーマットにて、更に発注者独自の成果表入力フォーマットXLS形式
で提出となった場合、それぞれのファイル名はKJAA1001.PDF 、KJAA2001.TXT、
KJAA2002.xlsでよいのでしょうか。また、測量に関するオリジナルファイル（要領外の納
品含）の格納・命名方法の記載はどこかにあるのでしょうか。チェックソフトにおいて規定
どおり作成を行えばエラーはおきないと思いますが、オリジナルデータはエラーの対象とな
るのでしょうか。

　▶▶▶ 基準点成果表（PDFファイル）、基準点成果表（数値データ）（TXTファイル）については、
要領（案）に従い、ファイル名は KJAA1001.PDF 、KJAA2001.TXTとしてください。チェッ
クシステムではエラーとなりません。発注者独自の入力様式によるXLSファイルは、受発
注者間協議によりOTHRSフォルダに格納するようにしてください。

 また、オリジナルファイルの納品については [SU-101] を参照してください。（H17.2.18）
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SU-106 GPS観測において発注者よりライネックスデータのOファイルとNファイルの納品指示を
された場合、ファイル名が受信機番号+ユリアス（通産日）となっておりそのまま使用でき
るのでしょうか。格納場所は [DOC]フォルダを使用し、その直下に適宜命名のうえサブフォ
ルダを作成して格納しても差し支えないでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）で規定されていない測量成果を納品する場合は、受発注者間協議により
[OTHRS]フォルダに格納するようにしてください。（H17.2.18）

SU-107 水準その他にドラッグしたファイルが、基準点測量その他のフォルダにSOJのファイル名
で入ります。水準階層フォルダのその他が水準－水準－水準/その他となっている理由を教
えてください。

　▶▶▶ お使いのソフトウェアの開発元にお問い合わせください。（H15.10.14）

SU-108 一部の成果について、第 3者機関による検定を受けたのですが、発注者より検定証明書の
電子データの提出を求められました。この場合、データの分類フォルダとファイル名は協議
の上決定してよろしいのでしょうか。

　▶▶▶ 検定証明書は原本で保管してください。第 3 者機関検定は電子納品媒体に格納された最
終的な成果を対象としており、検定後に電子媒体にデータファイル等を追記することは原
則として想定していません。（H15.10.14）

SU-109 測量成果において、平板測量などのCADデータなどは今後SXF・DMデータのどちらにて電
子納品となるのでしょうか。また、設計業務にて受注した場合にはSXFとなっていますが、測
量業務のみで受注した場合、平面CADデータは電子納品の対象外になっていると思います。

　▶▶▶ トータルステーションによる平板測量（TS 地形測量）の成果は拡張 DMに準拠して納品
して下さい。なお、拡張 DMに加えてCAD データを納品することも可能です。その場合
の納品仕様は受発注者間の協議により決定してください。（H17.2.18）

SU-110 測量情報管理ファイルの [ 区域情報 ] の境界座標緯度経度に記入する内容が不明の場合、
どのすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 「99999999」を記入することにより【エラー】は回避することができます。ただし、本項
目または「境界直角座標」については必須記入のため、必ず座標を記入してください。

（H17.2.18）

SU-111 要領（案）[H15.3]では、[測量成果管理項目 ] の [ 測量成果レコードフォーマット] のデー
タ表現は、全角文字となっています。しかし、チェックシステムVer3.5では「全角文字半
角英数字」でチェックされているようです。

　▶▶▶ 要領（案）の誤りです。正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

SU-112 その他地形測量の測量成果類について規則はないのでしょうか。表 5-4では空欄になっ
ており、COAの後はどうすればよいか分かりません。このために必ずチェックシステム
Ver3.5で「ファイル名が命名規則にあっていません」というエラーが表示されます。

　▶▶▶ その他地形測量の測量成果のファイル名は、地形測量成果のファイル命名規則に準拠して
決定するものとし、CO***nnn.XXXとしてください。（参照 :「現場における電子納品に関す
る事前協議ガイドライン（案）[ 測量編 ]」P85）上記規則によりファイル命名を行った場合、
チェックシステムVer.4.5より、エラーとはなりません。最新のチェックシステムをご利用ください。

（H17.2.18）
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SU-116 要領（案）では「基準点測量」と「水準測量」について、要領（案）[H16.6] 付属資料 3
で成果表出力フォーマットが定められていますが、民間の測量機器業界で一般的に使用さ
れているSIMAフォーマットのようなものを使用せず、この二つの測量についてのみ独自の
フォーマットを定めたのは、どのような活用方法を考えてのことでしょうか。例えば、SXF
規格のような中間フォーマットを定め、そのフォーマットを利用したソフトの開発を予定して
いるということでしょうか。また、今後、他の測量成果についても独自のフォーマットを定
める予定があるでしょうか。

　▶▶▶ 基準点測量及び水準点測量の成果は国土地理院においてデータベースに保管され、測量
法42条に則って閲覧・交付に供されます。そのため、公共測量作業規程に示されているファ
イル形式を一部拡張し、電子納品を前提とした効率的な基準点・水準点データの管理が
可能となるよう、標準データ形式を定めました。

 なお、他の測量成果（数値データ）については今のところ標準のデータ形式を定める予定
はありませんが、今後公共測量作業規程の見直し作業が計画されており、その取り組みに
合わせた検討については、随時ご案内させて頂きます。（H17.2.18）

SU-115 協議により作成されたファイル名が命名規則に合ってない場合はどうすればよいのでしょうか。
　▶▶▶ 協議により作成されたファイル名を成果品に反映させる必要がある場合は、測量成果管理

項目の「測量成果ファイル名副題」に記述してください。（H17.2.18）

SU-113 路線測量の縦断図は高さ方向と縦断方向の縮尺が異なりますが、管理項目の地図情報レ
ベルはどのように入力したらよいでしょうか。

　▶▶▶ 一義に等級精度が決定出来ない場合は「99」（等級精度不明・適用外）を入力してください。
（参照 :[SU-99]）（H17.2.18）

SU-114 用地測量の図面データ等でラスター図が貼り付けてあるCADデータファイルをSXFで納
品する場合、納品データはP21とTIFFデータに分かれます。このとき、TIFFデータはど
のようにファイル名をつければよいでしょうか。P21と同じファイル名がよいのでしょうかそ
れとも連番でつけたほうがよいのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 図面を作成する際にラスタデータを外部参照する場合は、CAD データとラスタデー
タを同一名称（拡張子が異なる）としてください。

 ファイル命名は以下の例をご参照ください。
公図等転写連続図の例 :
CAD 図面 :YSAF1001.P21
ラスタデータ:YSAF1001.TIF

 （H16.6.16）

SU-117 既成図数値化を行っており、特記仕様書の成果品の欄には「・・・CADデータ交換フォー
マットは原則としてSXF（P21）とする。」とあります。

 [SU-51] の回答では、「図面作成は、公共測量作業規程に従う」とのことですが、成果品
の使用目的を考え、SXFデータについてのみレイヤ名・線色・線種・線幅等をCAD製図
基準（案）に合わせて変更し、同じフォルダに格納してよいでしょうか。

 また、既成図数値化のデータということで、文字の大きさをCAD製図基準（案）に沿わ
せることが困難ですが、チェックシステムにおいてエラーが発生するのでしょうか。

　▶▶▶ DMデータファイルと併せて納品するCAD データの仕様については、当面は受発注者間
協議により決定してください。その場合の図式等については CAD 製図基準（案）を参考
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とすることも可能です。なお、現在のところ文字の大きさ等についてはチェックシステムに
よるチェックの対象とはなっていません。（H15.11.28）

SU-118 受発注者協議により、測量成果を図面（SFC）で納品することとなりましたが、「ファイル
名が命名規則にあっていません。」というエラーが発生します。この場合、どのように納品
したらよいでしょうか。

　▶▶▶ 「公共測量作業規程」に準拠して地形測量を実施する場合は、「DMデータファイル」と
「DMデータインデックスファイル」を必ず納品してください。電子納品にあたっては、こ
らのファイルに加えてCAD 形式のファイルを納品することは認められています。その場合
は DMデータファイルと同じフォルダに図面（SFC）を格納してください。チェックシステム
Ver3.51より、DMファイルが格納されていれば、図面（SFC）が格納されていてもエラー
とはなりません。（H17.2.18）

SU-119 基準点測量において、地域ごとに測量細区分を36ヶ所に分類しました。その時、細区分
をA～Z、1～ 10としたのですがチェックシステム3.5によると、命名違反となりました。
35分割で収まらない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、測量細区分の区域分割の目的の場合、実施した測量作業の目的や用途
が場所により異なる場合を想定しています。原則として分割数は 35 以内としています。こ
のため、チェックシステムでは、分割数が 36 以上の場合はエラーが出ます。35 以上の区
分けが必要な場合は、測量成果管理項目における「測量成果副題」に区分けを記入して
対応してください。（H15.11.28）

SU-120 測量業務で、設計書等に適用する要領が「土木設計業務等の電子納品要領（案）」と「測
量成果電子納品要領（案）」の 2つある場合について、測量成果等の電子納品は原則
[SURVEY]フォルダ以外は使用しないとありますが、「土木設計業務等の電子納品要領
（案）」の要領も適用する場合は、[REPORT]フォルダにも [SURVEY]フォルダに格納し
たデータを [REPORT]フォルダの様式に従って格納する必要があるのでしょうか。

　▶▶▶ 原則として、「公共測量作業規程」に準じて作成される成果等を [SURVEY]フォルダに格
納し、それ以外の成果品を [REPORT]（またはその他のフォルダ）に格納してください。

（H15.12.12）

SU-121 [SURVEY]フォルダのサイズが大きくなり複数の媒体に分割して格納する場合、KITEN、
SUIJUNなどのサブフォルダは全ての媒体に作成しなければならないのでしょうか。または、
どれか1つの媒体に作成されていればいいのでしょうか。

 全ての媒体に作成しなければならない場合、基準点測量成果管理ファイル（SURV_KTN.
XML）等のサブフォルダ内の管理ファイルも全ての媒体に格納しなければならないのでしょ
うか。

　▶▶▶ 1つの業務を複数の媒体に分割して格納する場合、全ての媒体に全てのフォルダを作成す
る必要はありません。

 分割された媒体の何れかに必要なフォルダが含まれていれば結構です。ただし、各媒体
ともルートからのフォルダの階層構造は要領（案）の規定に従ってください。また、測量成
果管理ファイルは、該当する全てのファイルを記述した同一の測量成果管理ファイルを分
割したそれぞれの媒体に格納してください。

 詳細は、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 測量編 ]」P165 を
参照してください（http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/denshinouhin/pdf/ 測量ガイドライン
-5.pdf）。（H15.12.12）

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/denshinouhin/pdf/
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SU-122 チェックシステムでチェックを行った結果、「測量区分、測量成果区分、及び測量細区分のフォ
ルダの組み合わせが測量情報管理ファイルの測量記録フォルダパス名または測量成果フォ
ルダパス名に存在しません。」と言うエラーメッセージが表示されるのですが、どのような事
なのでしょうか。

　▶▶▶ 測量成果管理ファイル（SURV_xxx.XML）の項目（[ 測量区分 ]/[ 測量成果区分 ]/[ 測量
細区分 ]）に記入されている内容が、測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）の項目（[ 記
録フォルダパス ] または [ 成果フォルダパス ]）に記入されていない場合にこのエラーが発
生します。（H15.12.26）

SU-123 [SU-40] の回答で測量作業写真や立会写真等を電子納品の対象とする場合、『・受発注
者間の協議によって、格納フォルダ、ファイル形式を定めてください。

 例）ワープロソフトに写真ファイル（JPEG）を貼り付けた形式で編集したものを、「PDF」
形式で作成し、[DOC]フォルダ内に格納する。等』

 とありますが、ファイル名は協議により任意としてよいのでしょうか。
例えば、
立会写真をDOC/PHOTO001.PDF,PHOTO002.PDF
引照点写真をDOC/PHOTO011.PDF,PHOTO012.PDF
工程状況写真をDOC/PHOTO021.PDF,PHOTO022.PDF

　▶▶▶ DOCフォルダに格納する写真ファイルのファイル名は、8.3 形式の大文字半角英数字とし
てください。具体的ファイル名は協議により決定してください。（H16.1.22）

SU-124 ダムの深浅測量の成果はどのように納品すればよいでしょうか。 
　▶▶▶ ダムの深浅測量の成果を納品する場合は、河川測量の定期横断測量、定期縦断測量、及

び深浅測量に関する仕様を適用してください。また、写真を納品する場合は [SU-40]、
[SU-123] の回答内容に準じてください。（H16.2.26）

SU-125 新技術による測量成果は、その他の地形測量の [DATA]フォルダに格納する事になってい
ますが、チェックシステムver3.51でチェックすると、「【エラー】ファイル名が命名規則にあっ
ていないか、拡張子の種類が誤っています。」と表示されます。データの形式は、○○○.RAS
です。このRASの拡張子が原因であると考えますが、対処方法を教えてください。

　▶▶▶ その他地形測量成果のファイル名は、CO***nnn.XXXとしてください。拡張子は半角英
数大文字 3 文字以内ならば任意です。

 上記規則によりファイル命名を行った場合、チェックシステムVer.4.5より、エラーとはなり
ません。最新のチェックシステムをご利用ください。（参照 :[SU-112]）（H17.2.18）

SU-126 要領（案）P34にあるアナログ・デジタル区分について、この切り分けはどのようなものな
のでしょうか。どんなデジタル機器を使用すると、区分がデジタルになるのか教えてください。

　▶▶▶ 電子レベル、トータルステーション、解析図化機等の機器を用いて直接的にデジタルデー
タとして成果を作成した場合に「アナログデジタル区分に 2（デジタル）」を記入してください。

（H16.2.9）
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SU-127 測量手簿に検符をつけていますが、報告書の中に手書きとデジタルデータが混在していま
す。手書きの手簿はスキャニングをしてPDFデータとしますが、デジタルデータの手簿を
PDFで納品する場合は、検符無しのオリジナルデータをPDFデータに変換してもよいでしょ
うか。それとも、検符入りをスキャニングしてPDFデータとしなくてはいけないでしょうか。

　▶▶▶ デジタルデータの手簿についてはデータを直接 PDFに変換して納品してください。受注者
側では手簿データを紙媒体に印刷し点検（検符）を行う必要がありますが、その点検後
の手簿をスキャニング等により再度電子化して納品する必要はありません。

 なお、検符を付した手簿（紙資料）の提出の必要性については受発注者間協議により決
定してください。（H16.2.9）

SU-128 基準点測量の成果表（数値データ）について、3、4 級基準点測量で標杭を使用し簡易平
均計算を行った場合、要領（案）付属資料に指示された仕様ではデータの作成が困難であ
ると考えられます。この場合でも作成する必要はあるのでしょうか。また、属性データの標
識番号（省略不可）について、標示杭には標識番号の記載は無いが何を記入するのでしょ
うか。

　▶▶▶ 成果表フォーマットについては、要領（案）[H16.6] で見直しを行いました。要領（案）[H16.6]
付属資料 3 の「3. 簡易網基準点測量成果表フォーマット」をご参照ください。

 標識番号は省略可能です。（H17.2.18）

SU-129 付 -32で「製品仕様書名」の記入例が「国土交通省公共測量作業規程（平成 14 年度4月
1日）」とありますが、「（）」内の発行年月日は必要なのでしょうか。現在使用している電子
納品のツールでは、「（）」は、禁則文字となりエラーが出ます。

　▶▶▶ 準拠した作業規程の版を示す年月日は必ず明記してください。なお、「（） （丸括弧）」の
エラーについてはご使用中のツールのメーカにお問い合わせください。（[DA-20] 参照）

（H16.2.26）

SU-130 SURVEY01.DTDとSURV_D01.DTDにおいて、実際にホームページから配布されてい
るDTDファイルと要領案に記述されているDTDファイルの構成が違うのですが、どちら
が正しいのでしょうか。

【SURVEY01.DTD】
 要領案
 <!ELEMENT 場所情報 （測量区域番号, 測量区域名?, 区域情報 ?）>
 配布されているDTDファイル
 <!ELEMENT 場所情報 （測量区域番号, 測量区域名?, 区域情報）>
【SURV_D01.DTD】
 要領案
 <!ELEMENT 測量成果情報 （測量区分フォルダ名 , 測量成果区分フォルダ名 ,

測量細区分フォルダ名?,測量成果名称,測量成果ファイル形式?,測量成果レコー
ドフォーマット?, 測量成果作成ソフトウェア情報 ?, 成果ファイル情報 +）>

 配布されているDTDファイル
 <!ELEMENT 測量成果情報 （測量区分フォルダ名 , 測量成果区分フォルダ名 ,

測量細区分フォルダ名?, 測量成果名称 ,測量成果ファイル形式 ,測量成果レコー
ドフォーマット?, 測量成果作成ソフトウェア情報 ?, 成果ファイル情報 +）>

　▶▶▶ 要領（案）[H15.3] の記載の誤りです。詳細は正誤表をご覧ください。（H17.2.18）
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SU-131 基準点測量の成果表（数値データ）について要領（案）{H15.3} 付属資料7を見ると厳密
平均計算の成果表のように思われるが、平均計算を行わない単路線結合方式の成果表も
省略不可の項目全て必要ですか。また測量計算ソフトより成果表を txt 形式で出力すると1
行 1レコードにはなるがスペースが挿入され縦列が揃う様になるがスペースはそのままでよ
いのでしょうか。

　▶▶▶ 成果表フォーマットについては、要領（案）[H16.6] で「3. 簡易網基準点測量成果表フォー
マット」を追加する形で見直しを行いました。今後は、要領（案）[H16.6] 付属資料 3 を
ご参照ください。要領（案）[H16.6]P 付 3-1に示すとおり、項目を省略する場合にはスペー
スの挿入が禁止されています。不要なスペースの挿入は行わないようにしてください。（参
照 :[SU-128]） （H17.2.18）

SU-132 第三者機関の検定に関し、例えば、2級水準測量の検定を受け、その成果をもとに後続の
縦断測量等を行う場合など、業務途中で2級水準測量の検定を受けなければならないこと
があります。この場合、完成した納品用のCD-RまたはMOで検定を受けることができな
いことが想定されますが、このような場合はどのような取り扱いとなるのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品される測量成果の検定については、検定制度の運用方法も含めて現在検討が行
われています。ご質問のケースにおける最終的な納品媒体の取り扱いについては、当面は
受発注者間の協議により決定してください。（H16.2.26）

SU-133 ガイドラインでは、路線測量において“表に記載されていない資料については「その他」の
サブフォルダに格納する”とあります。この場合 [その他 ]フォルダには、すでにJ1～ J3
の設定記号がありますので、J4からの設定記号にすればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 資料の種類や内容により扱いが異なります。表に記載されていない資料の扱いについては
個別にお問い合わせください。（H16.2.26）

SU-134 地形測量の測量成果管理ファイル（SURV_CHI.XML）の [ 測量区分フォルダ名 ] に
「CHIKEI」、[ 測量成果区分フォルダ名 ] に「DATA」に対して「測量区分、測量成果区分、
及び測量細区分のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）の測
量記録フォルダパス名または測量成果フォルダパス名に存在しません。」とエラーメッセージ
が表示されます。

　▶▶▶ 測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）の [ 測量成果フォルダパス名 ] に「SURVEY/
CHIKEI/DATA」が記入されていないとエラーメッセージが表示されます。（参
照 :[SU-122]）（H17.2.18）

SU-135 交通量調査に関する電子納品はあるのでしょうか。もしあれば、参考となるURLを教えて
ください。

　▶▶▶ 土木設計業務等の電子納品要領（案）に準拠して成果を作成してください。ただし、発
注者から指示がある場合はその指示に従ってください。（H16.3.16）

SU-136 受発注者の協議により、平板測量のCADデータを納品することになりましたが、電子納
品の対象外になっているため格納するフォルダがわかりません。どのフォルダに入れればよ
いのでしょうか。

　▶▶▶ 平板測量における地形図原図や第二原図そのものは「電子納品」のデータで代替できる
ものではないため、「国土交通省公共測量作業規程」に従って原図を納品してください。
ただし、成果の図面データは電子納品の対象としています。原則は DMデータファイルで
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すが、併せてCAD データを提出する場合は以下により納品してください。
（1） 格納場所
  SURVEY/CHIKEI/DATA

（2） ファイル命名則 :
  1）トータルステーション等による作業の場合
   ・ 「TS 地形測量」に準拠
  2）地形図原図等をデジタイズした場合
   ・ 「既成図数値化」に準拠

 （H16.3.16）

SU-137 DMフォーマットでの図郭線やタイトルボックス等は、DMナンバーは何番で描けばいいの
でしょうか。それとも、図郭線やタイトルボックスは描いて納める必要はないものなのでしょ
うか。

　▶▶▶ 図面タイトルなどの分類コードは、拡張ディジタルマッピング実装規約（案）において規定
されました。同規約（案）の拡張 DM 取得分類基準表（案）をご参照ください。http://
psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm（H17.2.18）

SU-138 要領（案）[H15.3] 付属資料7水準測量成果表の成果出力フォーマットにおいて経緯度座
標を入力するようになっていますが、一般的に3級水準測量等を実施した場合には経緯度
の算出は行われないと思われます。省略不可となっているのですが、座標値を特定する作
業が必要だということでしょうか。

　▶▶▶ 成果表フォーマットについては、要領（案）[H16.6] で見直しを行いました。要領（案）[H16.6]
付属資料 3 の「4. 水準測量成果表フォーマット」をご参照ください。

経緯度は省略可能です。
（参照 :[SU-128]、[SU-131]） 

 （H17.2.18）

SU-139 原則として公共測量作業規程に記載されているものが電子納品の対象になるとあり、「用地
実測図原図」「用地平面図」は「対象外」となっており、「対象外」については従来通り紙
による納品となっているが、従来通りポリエステルシートによる納品も必要なのでしょうか。

 また、電子化以前の成果品の内容で、電子納品要領の対象外の他にも数多くの電子化対
象外の書類が存在しており、これらの書類の全てについて要領に基づくファイル命名及び
該当すると思われるフォルダに作成登録してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品適用後も原図類の扱いについては基本的に変更ありません。それらの納品方法
は発注者の指示に従ってください。

 要領（案）に示されていない成果等についても電子納品することは可能です。受発注者間
で協議により、ファイル名及びファイル形式を要領（案）に準拠する形で決定し、当該測
量区分の OTHRSフォルダに格納するようにしてください。

 その場合、第三者にもファイルの内容が解るように「測量成果ファイル名副題」に説明を
記入してください。（H17.2.18）

SU-140 用地測量業務等において、関係書類として住民票、戸籍謄本等を報告書に入れることがあ
ります。電子納品ではこれらの書類の扱いはどのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 住民票、戸籍謄本等を電子納品する場合は、権利者調査表の一部として納品してください。
（H16.3.16）

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm
http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm
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SU-141 用地測量資料調査において、権利者調査表作成時相続が発生した場合、系統図は必要な
のでしょうか。必要な場合はどのフォルダに格納すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 系統図の納品の必要性は発注者の指示に従ってください。電子納品する場合は、「権利者
調査表」の一部として納品してください。（H16.3.16）

SU-142 測量図面を作成する場合CAD製図基準（案）に準拠する形で作成しなければならないの
でしょうか。例えば、図面枠とタイトルボックスも同じにしなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 測量図面のファイル形式は、以下のとおりです。
・  測量座標が必要となる平面図のファイル形式は、「拡張デジタルマッピング実装

規約（案）」で定められている「拡張 DM 形式」
・  測量座標を持たない縦断図・横断図等の断面図のファイル形式は、「CAD 製図

基準（案）」に準拠した CAD データ
 ただし、平面図についても設計業務等で拡張 DMによるデータの利用が困難な場合は受

発注者間協議により、CAD データでの納品も可能です。
 測量図面を CAD データで納品する場合は、枠線やタイトルボックスを「CAD 製図基

準（案）」に準拠する形で作成するようにしてください。http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/
kakutyou_dm/index.htm（H17.2.18）

SU-143 用地測量において、用地幅杭関係のデータは、どのフォルダに格納すればよいでしょうか。
　▶▶▶ 用地幅杭設置測量の成果は以下のフォルダに納品してください。

杭打図 /ROSEN/DATA/RHABA_*
計算簿、精度管理表 /ROSEN/WORK/RHABA_*

 （H16.4.28）

SU-144 道路台帳修正業務で横断図は既成図のものを使用することになり修正後の台帳図に横断
図のラスターデータ貼り付けました。電子納品のため台帳図をSXFに変換したところ、
SXFデータとTIFFデータとに分かれて変換されてしまいました。このようになった場合電
子納品では、どのように登録したらよいでしょうか。SXF、TIFF 両方の登録先を教えてく
ださい。

　▶▶▶ TIFF 形式（拡張子 :TIF）のデータファイルはリンク先の SXFファイルと同じフォルダに
同じファイル名（拡張子を除く）で格納してください。（参照 :[SU-114]）（H17.2.18）

SU-145 簡易水準測量を行い、観測手簿を手書きで記入しているのですが、電子成果として観測手
簿（数値データ）を作成してTXTデータを収めなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 観測手簿を手書きで作成する場合は観測手簿（数値データ）を納品する必要はありま
せん。スキャニング等により手書き資料からPDF ファイルを作成して納品してください。

（H16.4.28）

SU-146 道路台帳作成業務において、道路台帳・地形測量・占用図面の三種類のファイル命名はど
のようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 道路台帳作成業務の成果の電子納品方法については、今後に検討が行われる予定です。
仕様が確定するまでの間は、要領（案）に準拠する形で受発注者間協議により納品方法
を決定してください。要領（案）に規定されていない成果品を納品する場合は OTHRSフォ
ルダを活用してください。（H17.2.18）

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm
http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm
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SU-147 データの中には、ファイルがあるが、「ファイルが存在しません」とエラーが出ます。ファイ
ル命名・拡張子もあっていると思いますが、原因は何でしょうか。

　▶▶▶ 管理ファイル（XML）に記入しているファイル名と実ファイルのファイル名が一致している
か確認してください。（H16.4.28）

SU-149 水準測量の点の記、応用測量の河川測量（距離表設置測量）の点の記について、基本は
PDFで納品するとあり、協議によりオリジナルデータで納品する場合の留意点として、数
値データの互換性を考慮して、TXTで納品する、また、ワープロ表計算からファイルするこ
とも可能とあります。

 表計算で点の記を作成し、データを貼り付けて点の記を作成している場合に、点の記を
TXTにするとはどのようにすればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 表計算ソフトで点の記を作成した場合は、その元ファイルをオリジナル形式の「点の記（数
値データ）」として納品することが可能です。とくにTXT形式に変換する必要はありません。

（H16.5.24）

SU-150 基準点測量成果表フォーマット 6）属性データ で埋表形式から埋標形式に変わっています
が、最新では埋標様式でよいのでしょうか。

　▶▶▶ 「埋標形式」が正しい標記です。（参照 :H15.9.11付け正誤表）（H16.5.24）

SU-151 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[測量編 ]」P186 10 資料 （2） 
水準測量成果表フォーマット

出力例
Z00,01,SEIKS,Ver.1,

 データはコメント行ですが , が 4個含まれています。
 P185 の説明と異なるような気がしますが、どちらが正しいでしょうか。
　▶▶▶ 出力例の誤りです。「Z00,SEIKS_Ver.1,」に訂正します。正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

SU-152 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[測量編 ]」において、標定
点測量成果表の記載例が載っていますが、点名と座標値間にある数字（整数）は何を意味
しているのでしょうか。

　▶▶▶ 標定点成果表ファイルは 1行 1 点とし、1. 点名、2. 分類、3.X、4.Y、5.H、6. 対標高を記
載してください。

（解説）
1. 点名 日本語（Shift JIS）
2. 分類 0: 本点のみ、1: 本点対標、2: 対標点、3 ～ 5: 刺針点
3. X 実数（m単位）、平面直角座標系
4. Y 実数（m単位）、平面直角座標系
5. H 実数（m単位）、平面直角座標系
6. 対標高 実数（m単位）、本点のみの場合は空白とする

 （H16.5.24）
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SU-153 測量における横断図において、現況を表すAs,Co 等の文字のレイヤ名称は、どのようにす
ればよいでしょうか。

　▶▶▶ 測量成果をCAD図面として納品する場合のレイヤ構成については、「CAD製図基準（案）」、
「DM-CAD（SXF）変換仕様（案）」をご参照ください。また、同基準（案）、同仕様（案）
で定められていない要素の格納レイヤについては、受発注者で協議し、決定してください。
http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/manual01.html（H17.2.18）

SU-154 空中三角測量を行ううえで簡易水準測量を実施したのですが、電子成果で格納するフォル
ダは [CIKEI]でよいでしょうか。

　▶▶▶ 簡易水準測量の成果は [SUIJUN] サブフォルダに格納してください。（H16.6.4）

SU-155 「路線測量」「縦横断測量」「仮BM設置測量」において「水準測量図」と「平均図」の
取り扱いが、要領（案）[H15.3] とガイドラインで異なっています。

要領（案） : 表 4-3（P54）、表 5-5（P74）は、記載無し
ガイドライン : 表 4-7（P24）、表 4-33（P88）は、記載有り

 どちらの扱いが正しいのでしょうか。
　▶▶▶ 公共測量作業規程では「仮 BM 設置測量」の直接的な成果とされていませんが、一般的

にその成果として納品されており、混乱を回避するため「水準測量図」と「平均図」をガイ
ドラインに追記し、命名則を記載しました。納品の際はガイドラインを参考としてください。

 なお、要領（案）[H16.6] では「仮 BM 設置測量」の測量記録として「水準測量図」と「平
均図」を追記しました。（H17.2.18）

SU-156 ダム堤体観測業務で堤体の移動量および沈下量の適用について教えてください。
　▶▶▶ 公共測量作業規程に示されていない作業が測量作業に準じて実施された場合、該当する

測量区分の「その他（OTHRS）」フォルダに成果を格納してください。（H17.2.18）

SU-157 測量箇所の位置図と今回分筆する地積測量図及び土地所在図の写しをどこに格納し、ファ
イル名はどのようにつけたらよいでしょうか。

　▶▶▶ 地籍調査成果の電子納品方法については、現在国土交通省を中心に検討が進められてい
ます。都道府県との意見交換を踏まえて整備される予定ですが、具体的な公表時期のご
案内についてはもうしばらくお待ちください。それまでの間は発注者の指示に従い、電子
納品とは別途納品してください。（H16.6.4）

SU-158 公共測量作業規程に無い精度管理表（座標変換、構造化）などの納品を行いたいのですが、
ファイル命名規則に無いものはチェックシステムVer4.0でエラーが発生すると思われます。
どのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 公共測量作業規程に示されていない作業が測量作業に準じて実施された場合、該当する
測量区分の「その他（OTHRS）」フォルダに成果を格納してください。（H17.2.18）

SU-159 要領（案）[H15.3]8-2 の（3）文字の定義では全角文字 を「重複符号化の原則に基づき、
JIS X 0208 で規定されている文字から数字とラテン文字を除いた文字。」となっています。
以上のことから、数字を入力する際は「漢数字」で入力したらよいでしょうか。

　▶▶▶ 業務管理項目の「業務件名」で使用されている数字は半角で入力してください。（H17.2.18）

http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/manual01.html
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SU-160 測量図面成果として、平面図は拡張DM、縦横断図はSXF形式と建通新聞に載ってまし
たが、大縮尺地形図図式の運用基準の（線の区分）にある線号、例えば1号線の太さ0.05mm
とありますがCAD製図基準（案）にある線の太さの最少値は 0.13であり又、太さ比率が
運用基準では1:2:3:4... に対し、製図基準（案）は1:2:4とされてます。線の太さの統一
は図るのでしょうか。

 また、設計受注した際、平面計画図はDM、SXFいずれの形式で作成するのでしょうか。
　▶▶▶ 測量図面をCAD データとして作成する場合の線号については、公共測量作業規程に従っ

てください。SXF データ作成に当たっては、「DM-CAD（SXF）変換仕様（案）」（http://
www.ct.jacic.or.jp/tecris/manual01.html）を参考としてください。設計業務で作成する
図面はCAD製図基準（案）に準拠して作成し、SXF形式により納品してください。（H17.2.18）

SU-161 基準点測量や水準測量における、既知点成果は成果表に入れてよいでしょうか。
　▶▶▶ 基準点測量における既知点成果は「OTHRS」フォルダに格納し、「既知点」である旨を

測量成果管理項目の「ファイル名副題」に記述してください。ただし、ファイル命名則、
作成方法については新点と同じ扱いとしてください。（H16.6.16）

SU-162 平板測量で「TS地形測量」の成果等の名称でDMデ－タに該当しない場合、成果名称は、
どうすればよいのでしょうか。

　▶▶▶ TS 地形測量の成果は DMデータファイルが必須ですが、それ以外に CAD 形式等で納
品する場合はファイル名（8 桁）を要領（案）に準拠して命名し、該当する形式の拡張子
をつけて DMデータと同じフォルダに格納してください。（[SU-72] 参照）（H16.7.13）

SU-163 用地測量成果の用地実測図等の作成において、用地実測データ及び用地平面データは協
議によりCADデータとなっていますが、レイヤ名等はどのようにしたらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 用地実測図を CAD 図面として納品する場合のレイヤ構成については、「CAD 製図基準
（案）」、「DM-CAD（SXF）変換仕様（案）」（http://www.jacic.or.jp/hyojun/dm-cad.
htm）をご参照ください。また、同基準（案）、同仕様（案）で定められていない要素の
格納レイヤについては、受発注者で協議し、決定してください。（参照 :[SU-153]）（H17.2.18）

SU-164 [SU-5] について、ファイル説明書とは、「オリジナル形式で納品した成果ファイルを説明す
る資料であり、」とありますが、具体的にファイルの何を説明するのでしょうか。また、それ
は電子納品の測量成果に必要なのでしょうか。

　▶▶▶ ファイル説明書の記載内容はとくに定めていません。第三者がそのファイルを再利用するこ
とを想定し、留意すべき事項を任意の形式で解りやすく記述してください。とくに補足説
明する事項が無い場合は、ファイル説明書を作成する必要はありません。（H16.7.27）

SU-165 要領（案）[H15.3] に準拠した業務の場合（H16.9.30までに受注した業務の場合）、要領（案）
のP付 -95では、測量業務の電子納品にのみ適用の「業務分野 TECRISコード」と記載
されています。しかし、チェックシステムでは、TECRISコード表にないデータのためエラー
となってしまいます。通常、業務管理ファイルはTECRISデータを取り込み作成すること
が一般的ですが、P付 -95に従って書き換えて記入する必要はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 管理項目の記入にあたってオリジナルの TECRISコード表（http://www.ct.jacic.or.jp/
tecris/manual01.html）を書き換える必要はありません。JACICより公表されているコー
ド表をそのまま適用してください。（H17.2.18）

http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/manual01.html
http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/manual01.html
http://www.jacic.or.jp/hyojun/dm-cad.htm
http://www.jacic.or.jp/hyojun/dm-cad.htm
http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/manual01.html
http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/manual01.html
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SU-166 用地測量の成果の中に土地調査表と土地調書がありますが、要領（案）には土地調査表
の記述のみですが土地調書はどのように扱えばよいでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品における土地調書の取り扱いは今後の検討課題とさせていただきます。当面
は、受発注者間協議によりファイル形式、ファイル名を決定し、「SURVEY/YOUCHI/
OTHRS」フォルダに格納してください。（H16.9.3）

SU-167 要領（案）[H16.6]P38には、『...「拡張DM」は「現行DM」の空領域を利用し拡張を行っ
ており、ファイル仕様の変更を伴っていない。』と説明されています。しかしながら、国土
地理院の「ディジタルマッピングデータファイル仕様 [H16.3]」では、使用文字コードは
Shift-JISが採用されており（P39）、従来「JIS」だった「現行DM」の文字コード体系を
変えることになります。この場合、「現行DM」に対応したソフトで「拡張DM」仕様のデー
タを読み込むと、図郭情報や注記などが文字化けするはずです。

 従って、6月公表の要領（案）の上記の記述は誤りではないでしょうか。
　▶▶▶ ご指摘の通り、拡張 DM では Shift-JIS が標準の文字コードとして採用されています。

DM 関連ソフトは漸次 Shift-JIS への対応化が進むものと期待されますが、当面は利用す
るソフトにより文字化けする場合がありますのでご注意ください。なお、ファイル構成等
の基本構造は現行 DMの仕様が踏襲されています。（http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/
kakutyou_dm/index.htm: 拡張ディジタルマッピング実装規約（案））（H16.9.15）

SU-168 SURVEY.XMLの測量細区分に関して、要領（案）[H16.6] には以下のように書かれてあ
ります。サブフォルダが1つしかない場合には、末尾の英数字は付かないのが正しいのでしょ
うか（例 : 基準点測量）。

 測量細区分は、測量区域及び等級・精度で区分するもので、末尾の英数字はA～Z,1～
9 の順に使用することとして、該当する測量細区分サブフォルダ名の末尾英数字と一致させ
ることが望ましいと思います。

例 1:
基準点測量で単独の測量細区分サブフォルダに成果を格納する場合
「基準点測量」と記入する。（測量細区分サブフォルダ名 :KTN_A）

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6]P26 に示すとおり、基準点測量で単独の測量細区分サブフォルダに成
果を格納する場合は、

測量細区分 :「基準点測量」
測量細区分フォルダ名 :「KTN_A」

 と命名するようにしてください。（H17.2.18）

SU-169 SURVEY.XMLの場所情報の平面直角座標系ですが、例えば 6系の場合 06と6 の両
方の記入方法が許されるのでしょうか（サンプルXMLでは 6となっています）。ちなみに
CAD製図基準（案）[H15.7] の平面直角座標系では固定長となっていて、2 文字固定のよ
うです。06だけが許されるようです。（サンプルXMLでは 06となっています）。どちらが
正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 平面直角座標系が第 6 系の場合、SURVEY.XMLファイルには 06、6 のどちらを記入し
ても構いません。（H16.10.4）

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm
http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm
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SU-170 国土交通省公共測量作業規定<第 65条運用基準 >において2級水準測量における標尺
補正計算は水準点間の高低差が 70m以上の場合に行う・・・とありますが 70m以下の
場合標尺補正を行わない時の出力方法はどのようにしたらよいのでしょうか。

 省略不可となっている為、「標尺補正 無し」では出力出来ませんし、「0.0」と入力した場合、
標尺補正が「0.0」になった場合の違いが表現できません。標尺補正 0.0と標尺補正定数
補正が 0.0と同等の扱いをしてもよいでしょうか。

　▶▶▶ 水準点間の高低差が 70m 以下で、標尺補正を行わない場合、「標尺補正数」には「0.0」
を入力するようにしてください。（H16.10.4）

SU-171 チェックシステムでは、例えば「sim形式（日本測量工業会統一規格）」のファイルはエラー
になるのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）において、「協議によりCAD データも可」とされている成果等については、
sim 形式で納品することも可能です。チェックシステムにてチェックした場合、エラーは発
生しません。（H16.10.19）

SU-172 要領（案）[H16.6] の測量成果管理項目（P30）に「適用要領基準」項目が存在しません。
地質等の下位管理ファイルには「適用要領基準」項目が存在するため、整合をとるべきで
はないでしょうか。

　▶▶▶ [SURVEY]フォルダに格納する測量成果の電子成果品の作成で適用した要領（案）の版
情報「適用要領基準」は、測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）に記入することとし
ています。要領（案）[H16.6]P23をご参照ください。（H16.11.1）

SU-173 用地幅杭測量の成果表をどこに入れるのでしょうか。
　▶▶▶ 用地幅杭設置測量において発注者より成果表の提出を求められた場合は、受発注者間協

議によりファイル形式、ファイル名を決定し、[SURVEY/ROSEN/OTHRS]フォルダに格
納してください。（H16.11.1）

SU-174 要領（案）に規定されていないファイルを、[DATA] または [WORK] に格納するとチェッ
クシステムでエラ－が出ますが、どのように対応すればよいでしょうか。（例 : 低水流量に関
する「観測流量表・水位流量曲線など」）

　▶▶▶ 公共測量作業規程に示されていない測量成果等は、該当する測量区分の [OTHRS]フォ
ルダに格納してください。なお、流量観測作業の電子納品は、「土木設計業務等の電子納
品要領（案）」及び関連する基準（案）を適用してください。（参照 :[SU-78]）（H16.11.16）

SU-175 測量業務において、以下に示す命名規則にない資料を保存したい場合、どのようにすれば
よいでしょうか。

・既知点成果表・点の記
・測量標敷地調書
・測量標設置位置通知書
・作業状況の写真
・検定証明書、検定記録

　▶▶▶ ・既知点成果表・点の記については、「SURVEY/KITEN/OTHRS」フォルダに格納して
ください。（参照 :[SU-161]）

 ・測量標敷地調書及び測量標設置位置通知書については、受発注者間協議によりファイ
ル形式・ファイル名を決定し「SURVEY/KITEN/OTHRS」フォルダに格納してください。
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なお、測量標設置位置通知書は原本（紙媒体）による保管を原則としてください。
 ・作業状況の写真については、DOCフォルダに格納してください。（参照 :[SU-123]）
 ・第三者検定による検定証明書については、原本で保管するようにしてください。（参

照 :[SU-108]）（H16.11.16）

SU-176 測量細区分に関して複数地区の複数精度や複数作業の場合（A・B地区それぞれ3級基準点・
4級基準点・中心線測量）の細区分で、B地区の中心線測量の測量細区分はどのようにす
るのでしょうか。

　▶▶▶ 測量細区分のフォルダ名の末尾記号（A～Z、1～ 9）は、成果区分（WORK、DATA）
毎に重複しない限り任意に設定可能です。ただし、原則として連番としてください。

（設定例）
 A 地区中心線測量 :RCYUSN_A
 B 地区中心線測量 :RCYUSN_B

 なお、各測量細区分に関する基本情報は「測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）」に
正確に記載し、必要に応じて「受注者説明文」や「予備」等の欄に補足事項を記入してく
ださい（協議事項）。（H17.2.18）

SU-177 [SU-168] にて、単独で存在する測量細区分についての記述がありますが、要領（案）付
属資料2記入例では地形の測量細区分に撮影Aなど細区分種類が1つでもAがついてい
ます。基準点測量、水準測量のみ [SU-168] の記述方法をとるのか、測量細区分種類に
関係なく地形測量内で細区分が 1つしかない場合にAを付けないのか、いずれの解釈が
正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 測量細区分が一つのみの場合、名称は末尾記号なし、フォルダ名は末尾記号_Aとしてく
ださい。

（例）測量細区分 : 撮影、フォルダ名 SATU_A
 要領（案）[H16.6] 付属資料 2 の記載例に誤りがありました。詳細は正誤表をご覧ください。

（H16.12.2）

SU-178 等級精度について、等級又は地図情報レベルのどちらか一方を記入する。どちらも未確定
である場合はいずれかに「99」を記入する。となっているため、等級に「99」と記入したと
ころ、チェックシステムでエラー【要領にない等級コードが記入されています。】が発生しま
した。どのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6]では、[等級 ]、[地図情報レベル]のどちらも不明な場合は、いずれかに「99」
を記入することが可能です。チェックシステムVer5.0 でエラーになることはありません。し
かしながら、要領（案）[H15.3] では、いずれかにかならず記入することとなっていないた
め [ 地図情報レベル ] に「99」を記入してください。（H16.12.13） 

SU-179 要領（案）[H16.6] において、「格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなく
ても良い。」とされていますが、フォルダを作成しない場合、測量成果管理項目の基礎情報
も必要ないのでしょうか。測量成果管理項目の基礎情報を記入した場合チェックシステム
Ver5で「SURVEY.XMLの○○測量成果格納用フォルダ名に記入されているSURVEY\
○○フォルダが存在しません。」というエラーになってしまいます。

　▶▶▶ [SURVEY]フォルダ以下のサブフォルダについては、格納する電子ファイルのあるもののみ、
測量成果管理項目の [ 基礎情報 ] に記入しサブフォルダを作成してください。サブフォルダ
が存在していないにも関わらず、[ 基礎情報 ] にサブフォルダ名を記入するとエラーとなりま
す。（H16.12.13）
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SU-180 [SU-161] にて、「ファイル命名則、作成方法については新点と同じ扱いとしてください」と
記述されていますが、新点のファイル名はA1で区分は [DATA]でよいでしょうか。

　▶▶▶ 基準点測量における新点の成果表のファイル名（成果等のカテゴリ設定記号）は A1、区
分は [DATA] です。（H17.1.12）

SU-181 観測手簿の数値データはどんな時に、必要となるものでしょうか。観測手簿のPDFがあ
れば良いと思うのですが。

　▶▶▶ 基準点測量及び水準測量の観測手簿（数値データ）の納品は必須ではありません。PDF
による納品を原則とし、数値データの提出の必要性は受発注者間協議により決定してくだ
さい。（H17.2.1）

SU-182 作成した用地測量の図面データ等でラスター図が貼り付けてあるCADデータファイルを
P21で納品する場合、納品データはP21とTIFFデータに分かれており、チェックシステム
Ver5.0で行うとエラーが発生します。エラーを出さないためには、どのようにすればよいの
でしょうか。

　▶▶▶ 図面フォルダでの取り扱いと同様に、ラスター図は CADファイル（P21）と同じファイル名（拡
張子は「TIF」）として格納してください。

SU-183 要領（案）でファイル名は○○○▲▲ nnn.XXXとし、「nnn」の部分は「同一成果の電子
ファイルが複数ある場合は、「nnn」の部分に連番を割当てる。（001～ 999）」としていま
すが、これは測量成果情報内に複数のファイルがある場合に連番にするのでしょうか。そ
れとも同一の成果ファイル名がある場合に連番にするのでしょうか。

 別種の成果の場合は、下記の記入方法でよいでしょうか。
< 測量成果情報 >
  < 測量区分フォルダ名 >ROSEN</測量区分フォルダ名 >
  < 測量成果区分フォルダ名 >WORK</測量成果区分フォルダ名 >
  < 測量細区分フォルダ名 >RCYUSN_A</測量細区分フォルダ名 >
  < 測量成果名称 >計算簿 </測量成果名称 >
  < 測量成果ファイル形式 >PDF</測量成果ファイル形式 >
  < 測量成果作成ソフトウェア情報 />
 < 成果ファイル情報 >
  < 測量成果ファイル名 >RCAE3001.PDF</ 測量成果ファイル名 >
  </成果ファイル情報 >
 < 成果ファイル情報 >
  < 測量成果ファイル名 >RCAE4001.PDF</ 測量成果ファイル名 >
</成果ファイル情報 >

　▶▶▶ ファイル命名規則○○○▲▲ nnn.XXXの連番 nnnは、同一の測量細区分フォルダ内で
同種の成果を複数のファイルに分けて格納する場合等に設定してください。ご質問の事例
による命名方法で問題ありません。すなわち、RCAE3001.PDFは IP 設置測量の計算簿、
RCAE4001.PDF は中心線測量の計算簿であり、いずれも同一の測量細区分フォルダに
格納されますが別種の成果としてみなされるため連番にする必要はありません。（H17.2.1）
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SU-184 GPS/IMU装置を使用した撮影において作成された成果表は、どの種類のフォルダに格納
すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ アナログ図面の修正としての発注であれば、電子納品する必要がある直接定位（GPS/
IMU）の成果は、外部標定要素ですので、空中三角測量成果表（「PHOTO: 写真番号、
主点位置 X0、Y0、Z0、ω、φ、κ」の場合を適用）と同じ取り扱いとなります。従って、
成果表を格納するフォルダは「/CHIKEI/WORK/KUSAN_*」となります。

 詳しくは 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 測量編 ]」のP70
～ 72をご覧ください。

 なお、格納するファイル形式はフリーフォーマットのテキスト形式となりますので、[OTHRS]
フォルダに成果の記述方法を説明するファイル（PDF など）を格納すると成果の内容が理
解しやすくなります。（H17.2.1）

SU-185 路線測量成果の計算簿（数値データ）は、要領（案）表4-3ファイル形式（路線測量成果）
によると、拡張子はTXTと書かれてあります。しかし電子納品チェックシステムVer.5.0.1
でチェックをすると、「【エラー】ファイル名が命名規則に合っていないか、拡張子の種類が
誤っています。」と出ます。どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 路線測量成果の「計算簿（数値データ:TXT）」を格納する場合は、「計算簿（PDF）」が
必要となります。要領（案）[H16.6]P49 をご参照ください。（H17.2.16）

SU-186 地形測量 >路線測量 >詳細設計の業務で、発注者より貸与された地形図CADデータの
一部分を現況地形に修正する地形測量の成果は、どのような物が考えらるのでしょうか。
貸与データにはDMデータはなく、修正部分が仮に電柱一本だけのみの場合も考えられます。
その場合でも修正部分のDMデータが必要なのでしょうか。

　▶▶▶ 測量業務共通仕様書及び公共測量作業規程に基づいて作業を実施する場合は、拡張
DM 形式で地形測量成果を提出してください。ただし、協議によりCAD データを合わせ
て納品することは可能です。なお、公共測量作業規程に依らない場合はこの限りではなく、
適用する基準を受発注者間協議で決定してください。（H17.2.16）

SU-187 用地実測図等の作成の用地実測データについてCADデータでの納品も可能とあり、P21
形式の図面を付け加えチェクシステムver5.0.1でチェックしたところ、「ファイル名が命名
規則に合ってないか、拡張子の種類が誤っています」とメッセージがでました。どのように
すればよいでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムVer5.0.1では、用地実測データにCAD データを格納するとエラーになり
ますが、これはチェックシステムの誤りです。協議によりCAD データを格納することが可
能ですので、次回バージョンにて修正します。（H17.2.16）

SU-188 用地測量の復元箇所位置図・設置箇所位置図とは具体的にどのような図面でしょうか。
　▶▶▶ 双方の図面とも、測量点、境界点、境界線等を図示したものです。ただし、復元箇所位

置図は亡失などにより現地の境界点が明瞭でない場合、測量した当時の成果からその位
置を復元した境界点を示しています。一方、設置箇所位置図は、測量した成果から境界
点の位置を示しています。（H17.2.16）
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最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/

http://www.nilim-ed.jp/
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適用

G-25、G-23、G-18、G-17、G-16、G-15、G-12、G-11、G-10、G-9、G-3、G-2、G-1、
D-138、C-141、A-130

設計

G-24、G-14、G-13、G-8、G-7、G-6、G-5、G-4、C-125

工事

G-28、G-17、G-14、G-13、G-5、G-4、C-61

地質

該当するデータがありません。

CAD

G-30、G-26

測量

G-22、G-20、SU-152、CH-165

運用他

G-29、G-27、G-21、G-19、G-8、C-28、CA-418、A-75、A-71、A-69、A-47、A-46

小分類目次
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G-1 平成 15 年度は電子署名を導入するのでしょうか。ガイドラインには、暫定措置が示されて
いますが、平成 15年度も同様の措置をとると受け止めてよろしいのでしょうか。

　▶▶▶ 平成 15 年度の電子納品についても平成 14 年度と同様の運用になります。（H16.2.10）

G-2 ある県の電子納品運用ガイドライン（案）では、電子媒体のラベルの記載項目として、受
領印欄（納品時の発注者受領サイン欄）と、正副区分（正、副の区分を記入）の欄が存
在します。国土交通省ではこれらの項目を追加する予定はありますでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品の運用状況を踏まえ、今後検討を行っていくこととします。（H15.6.2）

G-3 電子納品に関する暫定歩掛りが設定されているようですが、この情報は地方自治体に公開
していただけるのでしょうか。また、暫定歩掛りから正式な歩掛かりへの改訂への予定を教
えてください。

　▶▶▶ 国土交通省では、平成 12 ～13 年度にかけて業務・工事の歩掛りに関する現状分析、見
直し検討を踏まえた結果、業務・工事ともに増減は実施しないこととしています。

 歩掛りについては、電子納品の対象範囲の拡大等を踏まえ、今後も継続的に調査し、必
要があれば見直していくこととしています。（H15.6.2）

G-4 押印された打合せ簿の鑑は紙で存在しているので、電子納品する際は私印のない文書ファ
イルとなりますがよいでしょうか。

　▶▶▶ 押印された打合せ簿の取り扱いについては、「現場における電子納品に関する事前協議ガ
イドライン（案）」の以下の節に示されていますので、ご覧ください。

土木設計業務編 :3.3 報告書ファイルの取り扱い（P6-7）
土木工事編 :3.1 工事完成図書の電子化の対象書類（P3-5）

 （H15.6.2）

G-5 電子成果品による検査で用いるパソコンなどの機器の準備は、受注者が行うことなのでしょ
うか。

　▶▶▶ 電子成果品による検査で用いるパソコンについては、原則として発注者が準備します。な
お、受注者側の都合でソフトウェアを準備する場合には、受発注者で協議し、受注者が
機器を含めて準備できます。詳しい内容については、「現場における電子納品に関する事
前協議ガイドライン（案）」をご覧ください。（H15.6.2）

G-6 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 土木設計業務編 ]」では、
情報共有システムを利用した書類のやりとりが示されていませんが、土木設計業務では行っ
てはいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 発注者側で情報共有システムが整備されている場合は、土木設計業務においても情報共
有システムを利用して書類の授受を行っていただいて結構です。（H15.6.2）

G-7 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 土木設計業務編 ]」では、
電子納品に関する協議項目のチェックシートが示されていますが、受発注者との事前協議で
は、必ずチェックシートを準備しなければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシートは、電子納品を円滑に実施するための参考資料であり、受発注者の協議に
おいて使用することを義務付けてはいません。チェックシートは、必要に応じて利用してく
ださい。（H15.6.2）
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G-8 ガイドラインは要領・基準（案）ごとに整備していくのでしょうか。
　▶▶▶ 国土交通省では、要領・基準（案）ごとにガイドラインを作成するか、その必要性を含め

て検討しています。必要性がある場合は、ガイドラインを整備しています。（H16.2.10）

G-9 「電子納品運用ガイドライン（案）」では、電子納品適用項目が示されていますが、その中で「基
準未策定」となっている項目は電子納品の対象外と解釈してよいでしょうか。

　▶▶▶ 「基準未策定」の業務・工事の場合、発注者が受け取る成果品は紙媒体になります。ただし、
電子データがある場合は、電子媒体に格納して納品することを推奨します。電子データの
提出については受発注者で協議の上、決定して下さい。（H15.6.2）

G-10 「電子納品運用ガイドライン（案）」では、業務および工事種別と適用基準・要領の有無が
示されていますが、表中に「○」のない業務は電子納品の対象外と解釈してよいでしょうか。

　▶▶▶ 適用する要領・基準（案）が無い場合、発注者が受け取る成果品は紙媒体になります。
ただし、電子データがある場合は、電子媒体に格納して納品することを推奨します。電子
データの提出については受発注者で協議の上、決定して下さい。（H15.6.2）

G-11 「電子納品運用ガイドライン（案）」では、「河川」、「道路」および「公園」を電子納品対
象事業としていますが、設計業務の共通仕様書に示されている「海岸編」、「砂防及び地す
べり対策編」および「ダム編」は、対象外になるのでしょうか。

　▶▶▶ 「海岸事業」、「砂防及び地すべり事業」および「ダム事業」についても「電子納品運用ガ
イドライン（案）」の対象になります。（H15.6.2）

G-12 「電子納品運用ガイドライン（案）」では、「河川」、「道路」および「公園」を電子納品対
象事業としていますが、これらは各設計業務共通仕様書や土木工事共通仕様書でいうとこ
ろのどれに対応しているのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品対象事業を河川、道路、公園に限定しているのは、土木工事共通仕様書による
ものです。業務では、測量作業共通仕様書、地質・土質調査共通仕様書、設計業務共通
仕様書が対応します。（H15.6.2）

G-13 事前協議ガイドラインでは、CAD図面を作成するソフトウェアの種類やバージョンの協議
結果の例が示されていますが、P21形式で納品する場合はCADソフトウェアに関する協議
は行わなくてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ P21 形式によるCAD 図面の納品を実施する場合においても、受発注者で協議し、CAD
ソフトウェア（バージョン含む）を決定してください。（H17.2.18）

G-14 事前協議ガイドライン（案）では、打合せ簿の私印の取り扱いを電子化としていますが、メー
ルで書類をやりとりした場合は捺印していない書類を電子化してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 受発注者で協議し、私印の打合せ簿の取り扱いを決定してください。協議の結果によって
は、私印のみでよい打合せ簿については、電子メールまたは情報共有システムによるやりと
りで承認された捺印のない書類を成果品として取り扱うことも可能です。（H15.6.2）

G-15 電子媒体に関し、平成 15年度はMOでもよいのでしょうか。
　▶▶▶ 電子媒体については、成果品の非改ざん性を担保するための措置として当面、CD-Rによ

る納品としています。（H17.2.18）
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G-16 電子納品に係わるガイドラインは、要領・基準（案）と同様に書籍として出版しているのでしょ
うか。販売しているのであれば、問合せ先を教えてください。

　▶▶▶ 電子納品に係わるガイドラインは、電子データでの公開としており、書籍として出版してい
ません。 （H15.7.14）

G-17 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[土木工事編 ]」参考資料 2
情報共有サーバについて、（1）発注者が用意する場合と（2）第 3者のサーバを利用する
場合とありますが、第 3者のサーバを利用する場合は受発注者においてどちらが第 3者サー
バの利用準備を行うのでしょうか。また、第 3者サーバの利用準備費用はどちらの負担に
なるのでしょうか。

　▶▶▶ 情報共有サーバの利用準備及び費用については受発注者で協議し、決定してください。
（H15.9.29）

G-18 施工中の工事において、ASP方式での運用を指示されています。ASP方式も10月1日か
ら運用可能なのでしょうか。また、ASP方式運用開始にあたっての具体的な手続方法を記
載しているものがあれば教えてください。

　▶▶▶ ASP 各社は独自のサービスを展開しているようです。
 ASP のサービス、運用については ASP ベンダ各社にお問い合わせ下さい。（H15.10.30）

G-19 電子媒体納品書にある『規格』についてですが、例えば、CD-Rについては「オレンジブッ
クpartII」（書き込み速度等に関する仕様）に準拠して製造しているとのことですが、この「オ
レンジブックpartII」を記載すればよろしいのでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体納品書の「規格」の項目には、データを作成した CD-Rのフォーマット形式
ISO9660レベル1を記入してください。（H16.4.28）

G-20 現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[測量編][H15.9]では、「点の記」
のオリジナル数値データについて、基準点測量と水準測量の「解説・補足」では互換性を
考慮してTXT形式とあり、事前協議事項の説明では作成ソフトのオリジナル形式とありま
すが、表計算ソフト等で作成した場合、どの形式で納品すればよいのでしょうか。

 また、オリジナルファイル形式の納品の場合に必要なファイル説明書も「解説・補足」で
はPDF形式とTXT 形式で保管とありますが、TXT 形式の説明書は以下のとおりでよい
でしょうか。その場合のファイル名はK0TJ3001.TXTとすればよいでしょうか。

オリジナルファイル説明書 ,,
成果名 ,ファイル名 ,作成ソフト
点の記 ,KJAC2001.xls,Microsoft Excel
基準点網図 ,KJAF1001.dxf,AUTO CAD2000
観測図 ,KJAF3001.dxf,AUTO CAD2000

　▶▶▶ ガイドラインの記述の誤りです。点の記及びファイル説明書をTXT 形式で納品する必要
はありません。「点の記」は PDF 形式及び元データを作成した際に用いたワープロ、表
計算ソフトのファイルを「オリジナル形式」のファイルとして納品してください。「ファイル説
明書」の内容の記載方法はとくに指定はありません。ソフトウェア名、バージョン等が解
るように記載し、PDF 形式で納品してください。（H17.2.18）
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G-21 【電通編】
 CD-Rのラベルについて、ある講習会のテキストでは、発注者署名の欄と受注者署名の欄

が設けられています。しかし、電子納品運用ガイドライン（案）電気通信設備編 [H16.5]
をみると、受注者印と発注者印になっています。どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 記入項目は要領（案）に準拠してください。発注者よりラベルに押印することが指示され
た場合は、押印欄を設けてください。（H16.6.4）

G-22 電子納品する際のCDの押印欄には、計画機関の監督員及び作業機関の主任技術者が押
印すればよいでしょうか。

　▶▶▶ CD の押印欄の捺印等については、計画機関の指示に従ってください。なお、測量成果
の第三者機関による検定を受けた場合は、「検定済」を示す印を検定機関より受けてくだ
さい。（H16.6.16）

G-23 工事要領（案）の電子媒体のラベルには、「工事番号」を明記することが定められています。
一方、電子納品運用ガイドライン（案）[H16.3] の電子媒体の表記例では、「CORINS番号」
となっています。どちらが正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 工事要領（案）で定めている「工事番号」が正しいです。電子納品運用ガイドライン（案）
[H16.3] に誤りがありましたので、正誤表をご覧ください。（H17.2.18）

G-24 電子納品運用ガイドライン（案）[H16.3]P.7において（2）土木設計業務等 「3 成果品の
提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認
した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。」となっていますが、成果品の提出
の際には、電子納品チェックシステムでチェックした結果の結果表を出力して、必ず発注者
側に提出しなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品チェックシステムで成果品をチェックした結果表の提出は義務付けていませんが、
特記仕様書に結果表を提出することが記載されている場合および事前協議にて結果表を
提出することと決定した場合は、その指示に従ってください。（H16.7.13）

G-25 電子署名については現在導入時期が決まっているのでしょうか。
　▶▶▶ 電子署名の導入時期については、現在検討中です。（H16.8.9）

G-26 「CAD製図基準に関する運用ガイドライン（案）[H16.1]」P11のラスタデータにおけるドッ
ト上限について、主方向に13000ドットということは、[A0] 400dpiではなく[A1]ではな
いのでしょうか。

 A1主方向 =841mm=33.1inch  33.1*400=13240
　▶▶▶ 主方向は短辺としていますので、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）[H16.1]」

の記載方法で問題ありません。（H16.11.1）

G-27 [G-23] の内容は、業務に関しても同様として、「設計書コード」が正しいということで、よ
いでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体の表記規則については、適用する各要領（案）を参照ください。ご指摘の「設
計書コード」は、業務において「土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6]」を適用
する場合、電子媒体へ表記することになります。（H16.12.2）
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G-28 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[土木工事編 ]」P8で「従来、
検査の利便のために一部で使われている同一図面に変更の前後を着色して表示していた図
などは作らない」とありますが、これは完成図面だけを作成すればよいということでしょうか。
それとも作成はするが、フォルダには入れないという意味なのでしょうか。

　▶▶▶ 変更の前後を着色して表示していた図は「DRAWINGF」フォルダに格納しなくて結構です。
なお、変更の前後を着色して表示していた図の作成に関しては、受発注者協議により決定
してください。（H17.1.12）                       

G-29 着手時協議チェックシートにて工事番号とありますが、この工事番号とはどれをさすのでしょ
うか。コリンズの登録番号でしょうか、工事カルテに記載してある工事契約コードでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品運用ガイドライン（案）機械設備工事編のチェックシートを利用されている場合は、
[ 工事番号 ] は要領（案）に記載のあるとおり、発注者が定める工事番号を記入してください。

（H17.1.12）                  

G-30 【機械編】
 制御盤の展開接続図をP21形式で納品するよう要請を受けた工事がありました。
 電気機器図は専用のCADを使用しているためP21形式にするには膨大な労力が必要です。

今後は展開接続図もP21形式で納品するのが必須となるのでしょうか。
 「電子納品運用ガイドライン（案）機械設備工事編」P64には施工図 /機器図という取り

扱いでファイル形式はPDFとなっていますが、これは「電子化が困難な成果品」という位
置付けと捉えてよいでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）付属資料 6 図面・書類等の格納例 P6-8 で、盤関係の接続展開図の納品形式は、
PDF 形式と記載されています。なお、PDFファイルは、電子データですので、「電子化が
困難な成果品」ではありません。（H17.2.1）
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最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/

http://www.nilim-ed.jp/


CH
CH

電子納品チェックシステム
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ソフトの取り扱い

CH-187、CH-172、CH-158、CH-157、CH-156、CH-122、CH-101、CH-35、CH-32、
CH-15、CH-5

インストール

CH-232、CH-159、CH-153、CH-135、CH-99、CH-44、CH-19、CH-9

操作

CH-214、CH-182、CH-127、CH-66、CH-14、C-70

動作関係

CH-242、CH-241、CH-240、CH-238、CH-237、CH-236、CH-235、CH-231、CH-230、
CH-229、CH-228、CH-227、CH-226、CH-225、CH-224、CH-223、CH-222、CH-221、
CH-220、CH-219、CH-218、CH-217、CH-216、CH-215、CH-212、CH-211、CH-210、
CH-209、CH-208、CH-205、CH-204、CH-202、CH-201、CH-199、CH-196、CH-194、
CH-193、CH-186、CH-185、CH-184、CH-178、CH-177、CH-176、CH-175、CH-170、
CH-168、CH-167、CH-166、CH-165、CH-162、CH-161、CH-160、CH-155、CH-154、
CH-152、CH-151、CH-150、CH-149、CH-148、CH-147、CH-146、CH-145、CH-144、
CH-143、CH-141、CH-139、CH-138、CH-137、CH-134、CH-129、CH-123、CH-117、
CH-116、CH-115、CH-114、CH-113、CH-112、CH-110、CH-109、CH-108、CH-104、
CH-103、CH-102、CH-96、CH-94、CH-93、CH-89、CH-88、CH-87、CH-85、CH-84、
CH-83、CH-82、CH-80、CH-79、CH-76、CH-74、CH-73、CH-72、CH-71、CH-70、
CH-64、CH-63、CH-62、CH-61、CH-60、CH-59、CH-58、CH-57、CH-56、CH-55、
CH-54、CH-52、CH-51、CH-50、CH-47、CH-45、CH-43、CH-42、CH-41、CH-40、
CH-37、CH-36、CH-29、CH-27、CH-25、CH-24、CH-22、CH-21、CH-16、CH-10、
CH-7、CH-6、D-178、CA-558、CA-514、CA-360、CA-333、B-119、B-114、B-110、
B-107、B-106、B-101、B-100、B-99、B-91、B-84、B-76、B-75、B-69、B-68、B-67、
B-66、B-53、B-38、B-37、B-32、B-27、SU-182、SU-179、SU-178、SU-169、SU-134、
SU-125、SU-122、SU-119、SU-118、SU-111、SU-110、SU-103

小分類目次
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運用他

CH-239、CH-234、CH-233、CH-213、CH-207、CH-206、CH-203、CH-200、CH-198、
CH-197、CH-195、CH-192、CH-191、CH-190、CH-189、CH-183、CH-181、CH-179、
CH-174、CH-173、CH-171、CH-169、CH-163、CH-142、CH-140、CH-136、CH-133、
CH-132、CH-131、CH-130、CH-128、CH-125、CH-124、CH-121、CH-120、CH-119、
CH-118、CH-111、CH-105、CH-98、CH-92、CH-78、CH-77、CH-68、CH-59、CH-54、
CH-53、CH-48、CH-39、CH-38、CH-33、CH-30、CH-28、CH-23、CH-20、CH-18、
CH-17、CH-12、CH-11、CH-4、CH-3、CH-2、CH-1、D-165、D-156、C-96、C-81、
CA-471、CA-466、CA-332、P-77、B-56、B-55、B-35
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CH-1 業務管理ファイルの [工種 ]、[工法型式 ] にはCORINSコードにある項目しか入力して
はいけないのでしょうか。

 たとえば、[工種 ] に「プレストレスト・コンクリート工事」と入力すると、エラーになりま
すが、現場監督官にCORINSコードに従うとわかりにくいためできればエラーにならない
ようにはできないのかと指摘されました。

　▶▶▶ 工事完成図書の電子納品要領（案）では、[ 工種 ]、[ 工法形式 ] 等の管理項目の記入に
ついては、CORINS のルールに従うこととしていますので、規定に準拠して記入してくだ
さい。（H15.6.2）

CH-2 工事管理ファイルの [工種 ] に「浚渫工事」と入力したが、「CORINSコードに無い記述
がされています。」とメッセージが表示されました。

　▶▶▶ CORINS の工種には、「浚渫工事」は存在しません。CORINS の工種に定められてい
るなかで、該当する工種（例 : 浚渫・床堀工事など）を選定して記入してください。な
お、記入する工種の選定については、受発注者で協議の上、決定するようにしてください。

（H15.6.2）

CH-3 チェック終了後、「XML要素内容」のタブに 、「工事管理ファイル [工種 ] 舗装路床工事 【エ
ラー】CORINSコードに無い記述がされています。」のエラーが表示されました。

　▶▶▶ CORINS の [ 工種 ] に「舗装路床工事」は含まれていません。類似した工種として「路盤
路床工事」が考えられます。（H15.6.2）

CH-4 「デジタル写真管理情報基準（案）[H14.7]」の P4に「工期開始日 CCYY-MM-DD方式
で記入する。文字数 10」とあるが、チェックシステムにおいて「CCYYMMDD形式でなけ
ればいけません」とエラーが出力されます。「基準（案）」と「チェックシステム」のどちら
が正しいのでしょうか。

　▶▶▶ 「デジタル写真管理情報基準（案）」の年月日に関する記入方法は、平成 11年 8月版と平
成 14 年 7月版で異なっています。平成 11年 8月版では「CCYYMMDD」、平成 14 年 7
月版では「CCYY-MM-DD」形式で記入してください。（H17.2.18）

CH-5 「デジタル写真管理情報基準（案）[H14.7]」へのチェックシステムの対応方法を教えてくだ
さい。

　▶▶▶ 平成 15 年 3月10日に公開されたチェックシステムVer3.0より、「デジタル写真管理情報
基準（案）[H14.7]」および「CAD 製図基準（案）[H14.7]」に対応しています。（H17.2.18）

CH-6 チェックを行なうと「エラーが発生しました。処理を中止します。」とのダイアログが表示さ
れチェックが終了しました。画面上には「Microsoft MSXMLがインストールされていません」
とメッセージが出力されていました。どのように対応すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ MSXMLというXML パーサがお使いのパソコンにインストールされていない場合に同
様のエラーが発生します。IE（Internet Explorer）または、MSXMLをインストールして
ください。対応しているIE のバージョンやMSXML については「セットアップマニュアル
P1」を参照してください。（H15.6.2）

CH-7 チェックを行なうと「エラーが発生しました。処理を中止します。」とのダイアログが表
示されチェックが終了しました。上記のエラーダイアログでOKすると、チェック結果に
「INDEX_D.XML DTDの記述が存在しないか、誤っています。・・・」と出力されていま
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した。どのように対応すればよいのでしょうか。
　▶▶▶ チェック結果に「INDEX_D.XML DTD の記述が存在しないか、誤っています。・・・」

と表示された場合、次のようなエラーが考えられます。
1） XML のファイルの中に記述されているDOCTYPE 宣言が記述されていない。
2） DOCTYPE 宣言は記述されているが、DTDファイル名が全て半角英数大文字

となっていない。
 （H15.6.2）

CH-9 以前のバージョンをアンインストールしない状態でチェックシステムのセットアップファイル
を起動し、インストールしました。一度正常に起動したあと、手違いで「チェックシステム
Ver2.5.msi」を起動しました。コンピュータを再起動し再び「スタート」メニューより「チェッ
クシステムVer2.5」を起動すると以下のエラーメッセージが表れ、システムが終了されます。

 「エラーが発生したため、McjCals_Check.exeを終了します。プログラムをもう一度開始
する必要があります。エラーログを作成しています。」

　▶▶▶ 新バージョンをインストールする時は、まず旧バージョンを必ずアンインストールし、再起
動してください（この作業は必ず行ってください）。そして、新バージョンのチェックシステム
をインストールしてください。（H15.6.2）

CH-10 業務管理ファイルをDTDバージョン 1.1に従い作成しましたところ、「INDEX_D.XMLは
バージョンが不明です」とのメッセージが出力されました。

　▶▶▶ DTD バージョン1.1は、平成 12 年 3月版の要領（案）に規定されているもので、チェック
システムVer3 以降では対応しておりません。

 現在適用中の要領（案）に準じて XMLファイルを作成してください。（H16.2.10）

CH-11 TECRISに該当する業務キーワードが存在しない場合は、どうすればよいのでしょうか。
また、業務キーワードの数に上限、下限はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 該当するキーワードが存在しない場合は、類似するキーワードを記入してください。キーワー
ドは最低 1つ以上となります。また、上限はとくに定められておりません。（H15.6.2）

CH-12 業務管理項目の「発注者機関コード」について、10104123と入力したところ、チェックシ
ステムでTECRISコードに無いコードが使用されていますというエラーが出ました。考えら
れる原因があれば教えてください。

　▶▶▶ 発注者機関コードに「10104123」は存在しませんので、再度、TECRIS のコード表をご
確認ください。（H15.6.2）

CH-14 電子成果品をCD-Rに書き込む前に、ハードディスク上にある電子成果品のフォルダをチェッ
クできるようにしていただきたいと思います。

　▶▶▶ チェックシステムVer3よりハードディスク上にある電子成果品のフォルダのチェックを行える
ようになりました。（H15.6.2）

CH-15 電子成果物の作成ソフトウェアからチェックシステムを起動し、指定したメディアの成果品
をチェックすることは可能でしょうか。受注者が作成ソフトウェアから自動的にチェックシス
テムを利用してチェックできるようにすることを考えています。

　▶▶▶ チェックシステムは、電子成果品をチェックするために開発したものであり、独立したアプ
リケーションです。このため、他のソフトウェアとの連携については対象外となっています。

（H15.6.2）
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CH-16 チェックシステムを起動させてチェックする電子媒体を選択したところ、「クラスが選択さて
れいません」とエラーメッセージが出力され、次の画面で進まなくなります。

　▶▶▶ チェックシステムのインストール先のフォルダ名に日本語を使用すると上記のエラーが発生
する場合があります。なお、インストール先のフォルダ名は、必ず半角英数字で記入してく
ださい。（H15.6.2）

CH-17 業務管理ファイルの「業務キーワード」の管理項目に「ダム形式」を記入したところ「TECRIS
コードに無い記述がされています。」というエラーが発生しましたが、記入ミスでしょうか。

　▶▶▶ 業務キーワードは 「TECRIS」の項目であ り、TECRIS の規則に従うこ ととなっています。
上記の場合は、業務キーワードに「ダム型式」と記入してください。（H15.6.2）

CH-18 CAD製図基準（案）において、「図面種類等でファイル名一覧に該当しないファイル名を
つける場合においても監督職員と協議することとする。」とありますが、CAD製図基準（案）
で定められていないファイル名をつけた場合はエラーが表示されます。

　▶▶▶ 基本的に、CAD 製図基準（案）に定められているファイル名に従いチェックを行っています。
CAD 製図基準（案）[H16.6] より協議で決めたファイル名、レイヤ名は、図面管理ファイル

（DRAWING.XML）に記入することとなっており、チェックシステムVer5より記入内容とファ
イル名、レイヤ名を自動的にチェックします。（H17.2.18）

CH-19 チェックシステムは、WindowsXPに対応しているのでしょうか。
　▶▶▶ チェックシステムVer3よりWindowsXPに対応しています。（H17.2.18）

CH-20 「最初に開いたときのページ表示倍率が 100%になっていません。初期表示設定のページ
表示倍率を100%に設定して下さい。」というエラーが発生しましたが、対処方法がよくわ
かりません。

 また、これは開いたときに極端に大きな画面が出たり、小さすぎないようにするためだとは
思いますが要領等で規定されていたものでしょうか。

　▶▶▶ 「土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6]」よりPDFの表示倍率を100%する規定
がなくなったため、チェックシステムVer5より本チェックは行わないように変更しました。

（H17.2.18）

CH-21 REPORTフォルダのPDFの容量がデフォルトで5MBになっていますが、この仕様が規
定だと勘違いする恐れがあるため、何MBにするか設定できるようにして頂けないでしょう
か。

　▶▶▶ メインメニューの「設定」より、容量（ファイルサイズ）の変更することができます。（17.2.18）

CH-22 BORINGフォルダに格納するファイルが存在しないためBORING.XMLなしで出力し
チェックシステムを実行したところ、「BORING/BORING.XMLがありません」とメッセー
ジが出力されました。BORING/DATA内にBED0110.DTDのDTDファイルを格納して
います。

　▶▶▶ 格納するデータがない場合は、「BORINGフォルダは作成するが、管理ファイルのXML
及び、DTDを格納しない」ようにしてください。BORING/DATAフォルダ内になにかファ
イルが存在すると、地質情報管理ファイル（BORING.XML）が必要となります。なお、
H16.6に公開された要領 /基準（案）よりファイルを格納しないフォルダについては、管理ファ
イルへの記入及び実フォルダの作成は必要ありません。（H15.6.2）
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CH-23 業務管理ファイルの [ 業務キーワード ] に「1328」を記入したところ「TECRISコードに
無い記述がされています。」というエラーが発生しました。

　▶▶▶ 業務キーワードには、コードではなくキーワードを記入してください。上記の「1328」の場
合は「環境アセスメント」になります。（H15.6.2）

CH-24 電子納品時にXMLだけではなく報告書およびオリジナル報告書にも使用文字のチェックを
適用するよう義務付けられておりますが、実際に、Word 等のファイルにこの文字チェック
を実行するプログラムは提供されないのでしょうか。

　▶▶▶ 現在のところ提供する予定はありません。（H15.6.2）

CH-25 ドライブ選択後エラーチェックをすると「INDEX_C.XMLまたは INDEX_D.XMLがありま
せん」とメッセージが出力されます。CD-Rには INDEX_D.XMLは格納しています。

　▶▶▶ 考えられるケースとしては次の 2 点があります。
・ INDEX_D.XML のファイル名が誤っている場合→ファイル名を確認してください
・ INDEX_D.XML が CD-Rのフォルダ構成のルートにない場合（フォルダの中に

格納されている場合）→ INDEX_D.XMLをルートに格納してください
 （H15.6.2）

CH-27 成果品が複数の電子媒体に渡る場合の規定フォルダの構成について、1枚目に
「DRAWINGS」、「MEET」、「PHOTO」、2枚目に「DRAWINGF」「MEET」「OTHRS」
「PLAN」「PHOTO」といった構成の場合、チェックシステムではエラーが出力されません
でした。規定フォルダは必ず作るとのことですが、この場合はどうなるのでしょうか。また
空のフォルダを全てのメディアに作っておいてもエラーにはならないでしょうか。

　▶▶▶ 複数枚にわたる場合、「INDEX_C.XML」に記入しているフォルダを全メディアを通して 1
つ以上作成されていれば問題ありません。また、空フォルダをすべてのメディアに作ること
について特に問題はありません。（H17.2.18）

CH-28 打合せ簿管理ファイルの「提出先」は「発注者」または「請負者」の2つ以外はないのでしょ
うか。

　▶▶▶ 「紙」の工事打合せ簿の様式と同様に「MEET.XML」の「提出先」は、「発注者」か「請
負者」の 2 種類のみとなります。（H15.6.2）

CH-29 各フォルダに格納するオリジナルファイルがない場合、XMLファイルを各フォルダに格納し
なければいけないのでしょうか。

　▶▶▶ フォルダに格納するオリジナルファイルが存在しない場合、XMLファイルは作成できない
ので、格納する必要がありません。これは、XMLファイルの各管理項目における必須項
目を記入することができないためです。（H15.6.2）

CH-30 Q&AコーナーのP-2では、「PHOTO」フォルダが別の電子媒体になってもよいとなって
いますが、チェックシステムではエラーになります。これはどうしてでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体に「PHOTO」フォルダのみが格納されている可能性があります。別の電子媒体
に「PHOTO」フォルダを設けた場合、「INDEX_C.XML」と「INDE_C02.DTD」をルー
ト部に格納し、「PHOTO」フォルダを格納しなければなりません。詳細は、要領（案）の「7-3
成果品が複数枚に渡る場合の処置」に示しています。（H15.6.2）
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CH-32 チェックシステムがホームページ上で公開されましたが、電子納品支援ツールの出力データ
との整合性を確認するために使用してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムの利用については本 HP の以下の部分に「利用にあたっての注意事項」
があります。ここで制限されている範囲でご利用ください。（H15.6.2）

CH-33 業務管理項目の [業務キーワード ] について、TECRIS入力システムでは、新語キーワー
ドの入力を可能です。一方、チェックシステムでこの新語キーワードを用いた場合、「TECRIS
キーワードに無い記述がされています。」とのXML要素内容エラーが発生します。要領（案）
の記述では、新語キーワードの記入は不可とも読みとれるのですがいかがでしょうか。

　▶▶▶ 新語キーワードは、TECRIS の業務キーワードに今後新たに追加するための情報収集の
ために設定されています。要領（案）では TECRIS の業務キーワード集より選択すること
となっており、ここに無いキーワードの記入は不可となります。（H15.6.2）

CH-35 有償の電子納品セミナーの中で、「チェックシステム」を受講者（受注者）に紹介したいの
ですが、利用許可は頂けるのでしょうか。

　▶▶▶ セミナーの受講者が、「チェックシステム」の利用対象者に該当すれば問題ありません。
チェックシステムの利用対象者はhttp://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/data/
readme.txtをご覧ください。（H15.6.2）

CH-36 地質情報管理ファイルの緯度経度とボーリング交換用データの緯度経度に同じ数値を記入
してもエラーとなります。どのようにすればよいのでしょうか。

【記入例】
 地質情報管理ファイル

< 経度 >137.22509000</ 経度 >
 ボーリング交換用データ

< 経度 _ 度 >137</ 経度 _ 度 >
< 経度 _分 >22</ 経度 _分 >
< 経度 _秒 >50.9000</ 経度 _秒 >

　▶▶▶ 地質情報管理ファイルの緯度経度は、それぞれ小数点以下を10 進数（緯度または経度 =
度+ 分/60+ 秒/3600）で記入してください。（H16.2.10）

CH-37 土木設計業務関連の成果品をチェックしたところ、下記の 4つのフォルダ関係のエラーが
でました。「DRAWINGがありません。」、「PHOTOがありません。」、「SURVEYがありま
せん。」、「BORINGがありません。」

　▶▶▶ 土木設計業務関連の成果品の CDルート直下のフォルダについて、格納するファイルの無
いフォルダについては、業務管理ファイルの対応するフォルダ名（[ 図面フォルダ名 ] 等）を
記入しなければエラーにはなりません。（H17.2.18）

CH-38 チェックシステムVer2.52でチェックを行ったところ写真情報管理ファイルにエラーが発生
しました。これは、平成 14 年度のデジタル写真管理情報基準（案）に対応していないこと
が原因と思います。写真の電子納品は平成 11年度の基準（案）でおこなったほうがよいの
でしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムVer.3.0 以降では、平成 14 年 7月に公開した CAD 製図基準（案）およ
びデジタル写真管理情報基準（案）に対応しています。（H16.2.10）

http://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/data/readme.txt
http://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/data/readme.txt
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CH-39 各要領 /基準（案）のDTDおよびXML出力例のファイルはどこで入手できるのでしょうか。
　▶▶▶ DTDおよびXML出力例はhttp://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htmをご覧ください。

（H15.6.2）

CH-40 チェックシステムでチェック結果を印刷すると担当者の欄があり、その欄が空白になってい
ました。どうすれば空白を埋めることができますか。

　▶▶▶ チェック結果の印刷物（プレビュー）の担当者の項目は、手書きで記入してください。
（H15.6.2）

CH-41 チェックシステムVer3.0で「境界座標緯度・経度等記入内容が記入されていません」とエラー
が標示されます。記入場所はわかりますが、記入内容がわかりません。

　▶▶▶ 境界座標などの場所情報を必ず記入する必要のあるものは、図面管理項目の場所情報、
基準点情報（図面が「位置図」、「平面図」、「一般図」の場合）です。これらの場所情報、
基準点情報の記入内容については、「CAD 製図基準（案）[H14.8]」P23 からP25 をご覧
ください。（H15.6.2）

CH-42 CADファイル「S0CS001Z.P21」のレイヤ名が「TTL-BAND」のところでエラー表示さ
れます。対処方法について教えてください。

　▶▶▶ 図面種類「CS」のレイヤ名に「S-TTL-BAND」は存在しないためチェックシステムではメッ
セージを出力します。ただし、受発注者協議により決定したレイヤ名であれば、「CAD 製
図基準（案）[H16.6]」の図面管理ファイル（DRAWING.XML）の [ 新規レイヤ ] にレイ
ヤ名と概要を記入することによりエラーを回避することができます。（H17.2.18）

CH-43 CADファイルのレイヤ名のチェックを行ったところ、「[エラー ] 基準（案）に存在しないレ
イヤ名です。」というメッセージが表示されました。図面種類は「GA」、使用しているレイ
ヤ名は「C-MTR-MTXT」です。

　▶▶▶ 図面種類「GA」のレイヤ名に「C-MTR-MTXT」は存在しないためチェックシステムではメッ
セージを出力します。ただし、受発注者協議により決定したレイヤ名であれば、「CAD 製
図基準（案）[H16.6]」の図面管理ファイル（DRAWING.XML）の [ 新規レイヤ ] にレイ
ヤ名と概要を記入することによりエラーを回避することができます。（H17.2.18）

CH-44 ホームページからダウンロードしたチェックシステムの圧縮ファイルを解凍するときにエラー
がでます。

　▶▶▶ ファイルのダウンロードが完全に終了していない可能性があります。再度、ホームページよ
りダウンロードを行って解凍してください。（H15.6.2）

CH-45 写真情報管理ファイルについて次のようなXML構成のメッセージが発生しました。写真管
理ソフトウェアが自動的に記入している為、変更ができません。どのように対処すればよろ
しいでしょうか。

 「DTD またはスキーマによると、要素コンテンツが無効です。工事件名等が必要です。行:4<
基礎情報 >< 写真フォルダ名 >PHOTO/PIC」

　▶▶▶ 写真管理ファイルのXML が DTDに従って作成されていないため、メッセージが出力され
ています。ご利用のソフトウェアが、対応していない可能性がありますので開発元にご確
認ください。（H15.6.2）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htm
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CH-47 図面管理ファイルの、図面ファイル名C0CS005Z.SFCに、つぎのメッセージが出力され
ました。CSは、横断図ですがなぜでしょうか。「【エラー】内容が記述されていません。「位
置図」「平面図」「一般図」の場合は、必ず「境界座標緯度・経度」または「境界平面直
角座標」を記入して下さい。」

　▶▶▶ 出力されたメッセージは「図面ファイル名 :C0CS005Z.SFC」に対するものではないと思わ
れます。図面管理ファイルに記入されているファイル名の中に「位置図」「平面図」「一般図」

（図面種類 :LC、PL、GV）のいずれか含まれている思われます。それらの「境界座標緯度・
経度」または「境界平面直角座標」を記入して下さい。（H15.6.2）

CH-48 発注者よりチェックシステムVer3.0でチェックするように指示されています。CAD図面ファ
イルがSXF（P21）ではなく他のファイル形式にしか現在では対応できていません。他のファ
イル形式のまま成果品を作成してはいけないのでしょうか。

　▶▶▶ CADファイルの保存形式は、原則 SXF（P21 形式）で保存してください。ただし、平成
14 年度に発注された業務・工事においては、受発注者で協議し、決定したファイル形式
を利用していただいて結構です。（H15.6.2）

CH-50 チェックシステムVer3.0でチェックしてエラーのでない写真情報管理ファイルの撮影工種
区分に、下記のように [工種区分予備 ]を加えてチェックすると次のエラーが発生しました。

 「[エラー ]DTDまたはスキーマによると、要素のコンテンツが無効です。写真タ
イトルが必要です。 行 :37< 工種区分予備 >aaa </工種区分予備 >」

  < 撮影工種区分>
  < 写真 -大分類 >工事 </ 写真 -大分類 >
  < 写真区分>施工状況写真</ 写真区分>
  < 工種 >河川土工</工種 >
  < 種別 >掘削工</ 種別 >
  < 細別 >土砂掘削 </細別 >
  < 工種区分予備 >aaa </工種区分予備 >  ←この行を追加
  < 写真タイトル>写真タイトル11</ 写真タイトル>
  </ 撮影工種区分>

　▶▶▶ 写真管理ファイルが、DTDに従って作成されていないためにエラーが発生しています。上
記の場合 <工種区分予備 > のタグを挿入する場所が DTDで定められている場所（タグ
の出現順序）と異なっているためです。正しい挿入箇所は次の通りです。（H15.6.2）

  < 撮影工種区分 >
  < 写真 -大分類 >工事 </ 写真 -大分類 >
  < 写真区分 >施工状況写真</ 写真区分 >
  <工種 > 河川土工</ 工種 >
  < 種別 > 掘削工</ 種別 >
  < 細別 >土砂掘削 </ 細別 >
  < 写真タイトル> 写真タイトル11</ 写真タイトル>
  <工種区分予備 >aaa </ 工種区分予備 >  ←この行を追加
  </ 撮影工種区分 >
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CH-51 業務管理ファイルの業務概要が記入してあるのにエラーが発生しました。
　▶▶▶ チェックシステムの不具合でした。現在公開されているチェックシステムVer3.0 以降では、

この問題は解消されています。（H16.2.10）

CH-52 工事管理ファイルの [工事業種 ] に「プレストレスト・コンクリート工事」と記入したところ、
CORINSのコードにないエラーメッセージが出力されました。

　▶▶▶ 工事業種には、CORINS の「工事の業種」（土木一式工事、建築一式工事など）の中か
ら選択し記入してください。「プレストレスト・コンクリート工事」は、CORINS の「工事の
業種」に含まれていません。（H15.6.2）

CH-53 発注者の方からエラー件数が 0 件の証拠を提出しなさいと指示がありました。エラーが 1
件でもあればその結果を出力することはできますが、0 件の場合はその結果を出力できませ
ん。発注者に対し、どのように対応すればよろしいでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムVer3.0 以降では、メッセージの件数が 0 件の場合でも結果を出力する機
能が追加されていますので、http://www.nilim-ed.jp/calsec/checksystem.htmをご利用
ください。（H16.2.10）

CH-54 写真情報管理ファイルで次のようなエラーが出力されました。
・<写真フォルダ名 >が./PICではなPHOTO/PICでなければいけません。
・<参考図フォルダ名 >が./DRAではなPHOTO/DRAでなければいけません。

 XMLをPHOTO/PIC及びPHOTO/DRAと修整するとエラーとなりません。
　▶▶▶ デジタル写真管理情報基準（案）[H14.7] に従って作成する写真管理ファイルではフォルダ

名はそれぞれ「PHOTO/PIC」、「PHOTO/DRA」と記入してください。なお、フォルダ名
の記入内容については、基準（案）に誤記があったため正誤表として訂正内容が公開され
ています。（H15.6.2）

CH-55 CADファイル [SXF（P21）:32MB] をチェックすると ,「ファイル構成エラー :チェックに
失敗しました。」と出力されました。これは図面容量が大きいのでエラーが出るのでしょうか。

　▶▶▶ CADファイル（P21 形式）のファイルサイズが大きいためにチェックシステムでチェックに失
敗することはありません。（H15.6.2）

CH-56 ボーリング交換用データファイルで以下のエラーが出力されました。
 「1枚目のBORING\DATA\BED0001.XMLはバージョンが不明です」

　▶▶▶ ボーリング交換用データファイルに以下のようなDTD のバージョン情報が記述されている
かご確認ください。（地質調査資料整理要領（案）[H13.8] の場合）（H15.6.2）

< ボーリング情報 DTD_version=1.10>

CH-57 工事管理ファイルの [工種 ] に、CORINSの工種「情報ボックス」、「アスファルト舗装工」
を記入すると次のエラーが発生しました。【エラー】CORINSコードに無い記述がされてい
ます。

　▶▶▶ 工種に「情報ボックス」、「アスファルト舗装工」はありません。これらは、工法型式の内容です。

http://www.nilim-ed.jp/calsec/checksystem.htm
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CH-58 TECRIS入力システムVer4.0 により作成したキーワード「わんど」という語句を業務管理
ファイルの [ 業務キーワード ] に記入したところ、、「TECRISキーワードに無い記入がさ
れています。」とのエラーメッセージが出ました。チェックに用いているTECRISのバージョ
ンを教えてください。

　▶▶▶ チェックシステムVer3.0 で用いているTECRIS 関係のコードなどは TECRIS入力システ
ムVer4.0 に対応しています。[ 業務キーワード ] に「わんど」という語句は存在しません。
ご確認の上ご記入ください。（H15.6.2）

CH-59 ファイル構成に関して、「SURVEYがありません。」とエラーがでました。測量成果として
格納するファイルはありません。電子納品支援ソフトでは、[SURVEY]フォルダが作成で
きないのですが、どのように対処すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 業務管理ファイル（INDEX_D.XML）の項目 [ 測量データフォルダ名 ] に内容を記入し、
SURVEYフォルダが存在しない場合にエラーになります。格納するファイルの無いフォル
ダについては、業務管理ファイルのフォルダ名を記入しないでください。（H17.2.18）

CH-60 XML構成に関して、「PHOTO」、「DRAWING」、「BORING」について「スキーマによると、
要素の内容は不完全です」とエラーがでました。これら3つのフォルダについては、格納
する対象ファイルがないため管理ファイルのみ格納しています。

　▶▶▶ フォルダに格納するファイルがない場合は、管理ファイルやDTDファイルは格納しないで
ください。（H15.6.2）

CH-61 「この INDEX_C.XMLはバージョンが不明です。」とメッセージが出力されます。
　▶▶▶ 「工事完成図書の電子納品要領（案）」が平成 13 年 8月版または平成 16 年 6月版に準拠

して工事管理ファイルを作成しているか確認してください。（H17.2.18）

CH-62 写真情報管理ファイルの構成に関して、「DTDまたはスキーマによると、要素のコンテンツ
が無効です。撮影工種区分が必要です。行 :30< 写真ファイル情報 >」というエラーが出
ました。写真情報管理ファイルに [撮影工種区分 ]を記入しても同じエラーが出ます。

　▶▶▶ メッセージの内容から [ 撮影工種区分 ] が DTDに従った場所に存在しないことが考えら
れます。[ 撮影工種区分 ] を記入した場所（前後のタグの順番）をご確認ください。タグ<
撮影工種区分 >は、必ずタグ</ 写真ファイル情報 > の次に記入します。（H15.6.2）

CH-63 CAD図面のファイル名を「S1LC001Z.DXF」としていたら、「命名規則に違反しています」
というエラーが出ます。「S1GF001Z.DXF」とするとエラーは出ません。位置図（LC）は
命名規則が地質断面図（GF）と異なるのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムの「工種の選択（1）対象工種の選択」の画面にあるチェックボックスの内、
「土質断面図」のみ選択した状態でチェックを実施すると、上記のように地質断面図（GF）
はエラーが出ず、位置図（LC）はエラーが出ます。この場合、該当する他のチェックボッ
クスも選択しチェックを実施してください。（H15.6.2）

CH-64 図面管理項目の [基準点情報 ] は、必ず記入する必要があるのでしょうか。
　▶▶▶ CAD 図面のファイルの内容が「位置図」、「平面図」、「一般図」の場合は、必ず記入して

ください。（H17.2.18）
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CH-66 チェックシステムを起動して、チェックすべきドライブを選択すると「チェックを行うフォル
ダの設定」画面が出ます。この画面には、「土木設計業務等関連」の 4 種類のフォルダ
（REPORT、DRAWING、PHOTO、BORING）のチェックボックスがありますが、これ
らのチェックは必須項目なのでしょうか。

　▶▶▶ 最終成果としてCD-Rをチェックするときは、「チェックを行うフォルダの設定」のすべての
チェックボックスにチェック印をいれてチェックしてください。フォルダ単位でのチェックは、
成果品のデータを途中段階（フォルダ単位）でチェックするときに利用できます。（H15.6.2）

CH-68 発注者より平成 14 年度業務の成果を古いバージョンのチェックシステムでエラーが出ない
ようと指示されました。当方は最新のV3.0でチェックしエラーがないため提出したのですが、
発注者側が古いチェックしたところ、エラーが出ました。再度確認しましたが、特に問題は
ないように思われます。

　▶▶▶ 最新のチェックシステムでは、旧版のチェックシステムを補完しているので、最新のチェッ
クシステムで電子成果品の検証を行うようにしてください。（H15.6.6）

CH-70 チェックシステムVer.3.0ではCAD図面（P21ファイル）のチェックの際、レイヤ名以外
にペン幅、ペンの色のチェックも行うのでしょうか。

　▶▶▶ ペン幅、ペンの色のチェックは行いません。チェックシステムでは、「工種」とそれに対応
する「ファイル名」および「レイヤ名」についてチェックを行います。（H15.6.18）

CH-71 工事管理ファイルの [工種 ] に「その他土木一式工」と記入すると、次のエラーが出ました。
 【エラー】CORINSコードに無い記述がされています。
　▶▶▶ 「事」が抜けています。工事管理ファイルの [ 工種 ] には、「その他土木一式工事」と記入

してください。（H15.6.18）

CH-72 チェックシステムで土質断面図をチェックすると、CAD製図基準（案）の項目で、基準点
情報でエラーがでます。

 位置図・平面図・一般図では必須ですが、土質断面図でも記入する必要があるのでしょうか。
　▶▶▶ 土質断面図では、基準点情報の記入は必須ではありません。なお、土質断面図の場合は、

ファイル名（図面種類）を「GF: 地質縦断図」または「GC: 地質断面図（横断図を含む）」
と命名してください。（H17.2.18）

CH-73 [CH-10] によると、DTDバージョン 1.1は、チェックシステムVer3.0では対応していない
ようですが、ボーリング交換用データのDTDバージョンは平成 13 年 8月版の要領（案）
で1.10となっております。対応可能なのでしょうか。

　▶▶▶ [CH-10] は、平成 12 年度版の「土木設計業務等の電子納品要領（案）」および「工事完
成図書の電子納品要領（案）」の内容です。  「地質調査資料整理要領（案）[H13.8]」の
内容については、チェックシステムVer3.0 以降で対応しています。

CH-74 CAD 図面の成果をチェックシステムver.3.0でチェックしたところ、次のようなエラーが表
示されました。

・ ファイル名 D0PF002 レイヤ名 D-STR-STRn 【エラー】基準（案）に存在しな
いレイヤ名です。

　▶▶▶ 「CAD 製図基準（案）」に示されているレイヤ名の語尾につく「n」は数字を示しています。
上記の場合レイヤ名を「D-STR-STR5」としてください。（H15.6.18）
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CH-76 PDFファイルのサムネールが作成されていないというエラーが出力されました。サムネール
は、自動で作成されるはずです。

　▶▶▶ サムネールが作成されていない可能性があるので、ご確認ください。サムネールが未作成
でも自動的に表示する機能を持った PDFファイルのビューアソフトがあります。この場合、
サムネールが表示されているがチェックシステムでエラーが発生するという現象が発生しま
す。（H15.6.18）

CH-77 「トンネル点検業務」のような業務成果に対応した、チェックシステムはあるのでしょうか。
　▶▶▶ 点検業務に関する電子成果品の作成・取り扱いについては、受発注者で協議し、決定し

てください。また、点検業務の電子納品の実施にあたっては、「土木設計業務等の電子納
品要領（案）」に準じて成果品を作成することになりますので、この場合はチェックシステ
ムにおいても対応しています。（H15.6.18）

CH-78 チェックシステムでの結果出力に記載されている「 担当者 :」は、誰の氏名を誰が記入する
のでしょうか。 

　▶▶▶ 「担当者 :」の欄は、下記の必要に応じてご利用ください。
（1）発注者が受注者にCD-Rを差し戻すときには発注者の担当者名 
（2）受注者が納品時にエラー 0 件であることを示すために添付する場合は受注者の

担当者名（納品時にチェックシステムによるチェックが省略されるわけではありま
せん）（H15.7.1）

CH-79 チェックシステムVer3.0でチェックしたところ、次のエラーが出ました。ボーリング交換用
データファイル（BED0001.XML）の [TECRISコード ] には業務管理ファイル（INDEX_D.
XML）の [TECRIS登録番号 ]と同じものを記入しています。

ファイル名 「BORING¥DATA\BED0001.XML」
【エラー】TECRISコードに無いコードが記入されています。

　▶▶▶ ボーリング交換用データファイル（BEDxxxx.XML）の [（H15.7.1）テクリスコード ] には、
業務管理ファイル（INDEX_D）の [ 発注者機関コード ] を記入してください。[TECRIS
登録番号 ] 等を記入するとエラーとなります。（H15.7.1）

CH-80 チェックシステムVer.3.0でチェックしたところ、次のCAD図面に関するエラーが出ました。
選択した工種は「道路詳細設計」です。

・ D-STR-STRn 【エラー】基準（案）に存在しないレイヤ名です。
・ D-OTRS    【エラー】基準（案）に存在しないレイヤ名です。

　▶▶▶ 「D-STR-STRn」の「n」は数値を意味しています。「CAD 製図基準（案）」のレイヤ名一
覧で定義している数値以降を昇順に記入してください。（例 : 道路詳細設計の縦断図の場
合 STR5）

 「D-OTRS」の「OTRS（その他の構造物）」は、受発注者協議により決定していれば問
題ありません。「CAD 製図基準（案）[H16.6]」の図面管理ファイル（DRAWING.XML）
の [ 新規レイヤ ] にレイヤ名と概要を記入することによりエラーを回避することができます。

（H17.2.18）
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CH-82 チェックシステムVer3.5でチェックしたところ、下記の内容が出ました。CAD図面のファ
イル形式はDXFおよびSFCです。

 【注意】CADファイルのファイル形式が「P21」でないため、レイヤーチェックを
おこないません。

　▶▶▶ CADファイルの保存形式は、SXF（P21 形式）で保存してください。ただし、平成 14 年
度に発注された業務・工事においては、受発注者で協議し、決定したファイル形式を利用
していただいて結構です（[CH-48] 参照）。 （H15.7.14）

CH-83 チェックシステム起動時のドライブ選択は、チェックするファイルが存在するドライブを選
択するのでしょうか。

　▶▶▶ 成果品の電子媒体（CD-R）をチェックする場合は、電子媒体を挿入しているCDドライブ
を選択してください。また、ハードディスク上に保存した成果品のイメージについては、「参
照」ボタンを選択し、「業務管理ファイル（INDEX_D.XML）」または「工事管理ファイル

（INDEX_C.XML）」を選択してください。（H15.7.28）

CH-84 チェックするCAD図面ファイルの拡張子が「P21」の場合、チェックできないのでしょうか。
　▶▶▶ チェックシステムVer3.0より、拡張子が「P21」の CAD 図面ファイルについては、レイヤ

名のチェックを行うようになっています。（H15.7.28）

CH-85 「メディア番号の順番が正しくありません」とエラーが出てチェックが完了しません。
　▶▶▶ 業務成果の場合、「業務管理ファイル（INDEX_D.XML）」の [メディア番号 ] の数値が

通し番号になっているかご確認ください。（H15.7.28）

CH-87 「測量成果電子納品要領（案）[平成 14 年 07月 ]」を使用していますが、チェックシステ
ムの結果では平成 15 年 03月版となりました。 また、つぎのようなエラーが発生しました。
DTDファイルおよびXMLファイルはフォルダに存在しています。

 「SURVEY\SURVEY.XML【エラー】DTD またはスキーマによると、要素のコンテンツが
無効です。製品仕様書名または作業規程名 が必要です。行: 6<基準点測量成果格納用フォ
ルダ名 >KITEN</ 基準点測量成果格納用フォルダ名 >」等。

　▶▶▶ 測量業務については、平成 15 年度より測量成果電子納品要領（案）[ 平成 15 年 3月版 ]
が適用されています。このため、測量業務に適用する要領（案）の版を発注者へご確認く
ださい。なお、チェックシステムVer.3.5より、平成15年3月版に対応しています。（H17.2.18）

CH-88 チェックシステムVer3.5 で PDFファイル（PDF1.5）のチェックを行ったところ、その
PDFファイルに関する設定をすべて行っているにも関わらず、エラーとなりました。PDF1.5
には対応していないのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムVer4よりPDFファイル（PDF1.5）への対応を行っています。（H17.2.18）

CH-89 チェックシステムでチェックすると、プログラムエラーが発生します。
　▶▶▶ 管理ファイル（XMLファイル）のタグで囲まれていない箇所に全角スペースが入力されて

いるとプログラムエラーを発生します。タグで囲まれていない部分に全角スペースを入力す
ることは行わないで下さい。（H15.8.12）
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CH-92 ファイル名「SURVEY\SURVEY.XML」 の項目 [測量記録フォルダパス名 ] に「SURVEY/
YOUCHI/WORK/YTENKN_A」と記入したところ「要領にない」とエラー表示されました。
しかし、このファイル名は要領にあります。

　▶▶▶ チェックシステムでは、[ 測量区分 ]、[ 測量細区分 ] の内容と [ 測量記録フォルダパス ]と
が一致しているかチェックを行っています。フォルダパス名に誤りが無い場合、[ 測量区分 ]
または [ 測量細区分 ] が誤っていることが考えられます。（H15.8.12）

CH-93 VER3.5でチェックしたところ、PDFの表示、サムネールについてエラーがでます。PDF
のバージョンを6.0 から4.0 に落とすとエラーが表示されなくなりました。データの表示、
サムネール設定はあってます。

　▶▶▶ PDF ファイル作成ソフトの中には PDF ファイルVer.1.5 を作成するものがあります。
PDF1.5 については [CH-88] を参照してください。（H15.8.29）

CH-94 チェックシステムVer3.0でチェックするとINDEX_D.XMLに「TECRISキーワードにない
記入がされています」と表示されましたが Ver3.5てチェックするとエラーが表示されません。
これはエラーではないと捕らえてよいでしょうか。要素内容は「4級基準点」です。

　▶▶▶ エラーではありません。TECRIS キーワードでは英数字は全角で表記されているため
Ver3.0 ではエラーとしていましたが、要領（案）では英数字は半角が基本となっているた
め、TECRIS キーワードに関して、英数字は半角 /全角いずれの場合もチェック上問題な
いように変更しました。なお、要領（案）[H16.6] よりTECIRS 関係の記入内容について、
英数字は半角のみとなっています。（H17.2.18）

CH-96 Ver3.5 にバージョンアップしてチェックをしたところボーリング交換用データにエラーがで
ました。これはVer3.0ではでなかったエラーなのですが、なぜなのでしょうか。

　▶▶▶ ボーリング交換用データのチェック機能はVer3.5より実装したため、Ver3.0 ではチェック
を行っておりません。よって Ver3.0 ではボーリング交換用データの内容が誤っていてもエ
ラーとなりませんでした。（H15.9.11）

CH-98 チェックシステムVer3.5では、CAD図面についてレイヤ名のチェックも行っているようで
すが、今後はCAD製図基準（案）に示されている文字サイズや使用文字制限などのチェッ
クを行えるようになるのでしょうか。

　▶▶▶ チェックの対象とする予定はありません。（H15.9.11）

CH-99 Administrato 権限でインストールし、ユーザーレベルでログインするとスタートメニューの
チェックシステムのアイコンがなくなります。

　▶▶▶ Window2000、WindowsXP Proにチェックシステムをインストールする場合は、利用する
ユーザ（GUEST 権限を除く）で実施してください。他のユーザでインストールした場合は、
ショートカットを作成してください。（H15.9.29）
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CH-101 チェックシステムVer.3.5 にて [ 業務キーワード ] 要素の存在しない INDEX_D.XMLを
チェックしようとすると、「エラーが発生しました。処理を中止します」と表示され以降のチェッ
クが行われません。< 業務キーワード >が必須記入であるのは存じておりますが、作成途
中段階等で記入していない場合でもチェックが中断されないようにはならないのでしょうか。

　▶▶▶ 管理ファイル（XML）の構成エラーの場合、システムがファイルを取り込むことができない
ため、処理を中断する仕様となっています。構成エラーが発生しなければ、エラーが発生
してもチェックを継続して行います。（H15.9.29）

CH-102 チェックを行うと、「エラーが発生しました。中断します。」と出て、OKを選択したら「エラー 
DTDまたはスキマーによると、要素のコンテンツが無効です。TECRIS 登録番号が必要
です。行 :22<AGRIS登録番号 >3000-413174<AGRIS登録番号 >」と出ました。この
ような時は、どのように対処したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 本チェックシステムは、国土交通省が公開している電子納品要領（案）に従って作成され
た電子成果品に対応しています。農林水産省の電子納品に関するお問い合わせは http://
www.nncals.jp/you.htmlで受け付けられています。（H15.9.29）

CH-103 受発注者での協議で決まった内容について、チェックシステムでエラーを発生させない方法
を教えてください。

　▶▶▶ 要領（案）に「協議」と記載されている項目は、基本的に【注意】メッセージが出力され
るようになっています。それら以外の項目については、【エラー】を発生させない方法はあ
りません。（H15.10.14）

CH-104 写真のみを電子納品する工事ですが、提出データをチェックシステムVer3.5で閲覧しよう
すると「INDEX_C.XMLまたは INDEX_D.XMLがありません」とエラー表示されます。
参照から見ると [PHOTO]フォルダの下には [PIC]フォルダと [DRA]フォルダのみ表示さ
れ、写真情報管理ファイルとDTDファイルは表示されません。この場合、写真を閲覧す
るにはにはどうしたらよいのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムで写真を閲覧する場合は、必ず工事管理ファイルを作成してください。
（H15.10.14）

CH-105 チェックシステムVer3.5でエラーの発生しなかった電子成果品を、他の公益法人等へ電子
納品として提出しても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 提出先の各公益法人等にお問い合わせください。（H15.10.14）

CH-108 [CH-55]で発生したP21ファイルに関するエラー「ファイル構成エラー :チェックに失敗し
ました。」は、どのような時に発生するのでしょうか。

　▶▶▶ P21ファイルが、正常に作成されていない場合に発生する可能性があります。SXF ブラウ
ザで正常に表示するかご確認ください。SXF ブラウザで正しく表示できない場合は、お
使いの CADソフト（変換ソフト）のベンダー等にお問い合わせください。（H15.10.30）

CH-109 チェックシステムでチェックしたところ、「DTDまたはスキーマによると、要素の内容の不
完全」とエラー表示されますが、どのように対処したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 要領・基準（案）で定められているDTD 構造とチェック対象のXMLファイル構造が一
致していないためエラーとなっています。DTDに従いXMLファイルを作成してください。

（H15.10.30）

http://www.nncals.jp/you.html
http://www.nncals.jp/you.html
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CH-110 以下の [ 測量成果ファイル名 ] について、チェックシステムVer3.5でチェックすると「ファ
イル名が命名規則にあっていません。」というエラーが表示されます。名称は基準に準拠し
ていると思いますが、原因を教えてください。測量成果電子納品要領（案）は平成 15 年 3
月版を参照しています。

 < 基準点測量 :\SURVEY\KITEN>
「\DATA\KTN_B\KJBA2001.PDF」「成果表（数値データ）」

 < 地形測量 :\SURVEY\CHIKEI>
「\WORK\SATU_A\CSAE1001.PDF」「標定点成果表」
「\WORK\KUSAN_A\CKAE3001.PDF」「座標測定簿」
「\WORK\KUSAN_A\CKAE4001.PDF」「計算簿」 

 < 路線測量 :\SURVEY\ROSEN>
「\WORK\RCYUSN_A\RCAE5001.PDF」「計算簿（数値データ）」
「\WORK\RHABA_A\RHAE2001.PDF」「計算簿（数値データ）」
「\DATA\RCYUSN_A\RCAA2001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\RZYUO_A\RZAA2001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\RZYUO_A\RZAA4001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\RSYOS_A\RSAA2001.PDF」「成果表（数値データ）」

 < 河川測量 :\SURVEY\KASEN>
「\DATA\WKYOR_A\WKAA2001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\WKYOR_A\WKAA5001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\WZYUO_A\WZAA2001.PDF」「測量成果（数値データ）」
「\DATA\WZYUO_A\WZAA4001.PDF」「測量成果（数値データ）」

 < 用地測量 :\SURVEY\YOUCHI>
「\DATA\YKYOS_A\YYAA2001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\YKYOS_A\YYAA4001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\YKYOS_A\YYAA6001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\YKYOS_A\YYAA8001.PDF」「成果表（数値データ）」
「\DATA\YMENSK_A\YMAA2001.PDF」「面積計算書（数値データ）」

　▶▶▶ 上記の各ファイルは、すべてテキスト形式で格納することとなっているため、ファイル名の
拡張子の部分でエラーとなります。（H17.2.18）

CH-111 測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）のエラー「DTD またはスキーマによると、要素
の内容は不完全です。行 : 23</場所情報 >」が発生しました。「場所情報」で必須項目は、
[測量区域番号 ]だけだと思いますが、他にどのような項目に記入が必要なのでしょうか。

 また、測量成果管理ファイル（SURV_SJN.XML）のエラー「測量区分、測量成果区分、
及び測量細区分のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）の測
量記録フォルダパス名または測量成果フォルダパス名に存在しません。」が発生しました。
必要なフォルダ構成は存在していると思いますが、原因を教えてください。

　▶▶▶ 「場所情報」以下の項目には、[ 測量区域番号 ] の他に [ 区域情報 ] が必要となります。
 なお、測量成果管理ファイル（SURV_SJN.XML）のエラーは、測量情報管理ファイル

（SURVEY.XML）が正しく作成されておらず、チェックシステムが測量情報管理ファイル
のデータを読み取れないため発生していることが想定されます。（H15.10.30）
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CH-112 デジタル写真情報管理基準（案）[H14.7] の P41「付加情報」では、DTDの構造上「*:
記述は任意」となっていますが、チェックシステムでは「参考図ファイル名」などが未記入
であるとエラーメッセージが表示されます。

 「記述は任意」とされる階層より下位の項目については、どのような基準でチェックを行っ
ているのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）では [ 付加情報 ] のなかの [ 参考図ファイル名 ]、[ 参考図タイトル ]、[ 参
考図 MIME] は「条件付必須」となっています。よって [ 付加情報 ] が写真管理項目
[PHOTO.XML] に存在するときは、必ず [ 参考図ファイル名 ]、[ 参考図タイトル ]、[ 参考
図 MIME] に要素内容が記入されていることをチェックしています。（H15.10.30）

CH-113 チェックシステムver3.5で [BORING]フォルダチェックしたところ以下のようなエラーが各
ボーリング毎に表示されました。

 「BED0001.XMLにDTDの記述が存在しないか、誤っています。DTDのファイル名は半
角英数大文字で記述して下さい。」

　▶▶▶ ご指摘のエラーメッセージが表示された場合、次のエラーが想定されます。
 1） XML のファイルの中に記述されるべきDOCTYPE 宣言が記述されていない。
 2） DOCTYPE 宣言は記述されているが、DTDファイル名が半角英数大文字で記

述されていない。（H15.10.30）

CH-114 ボーリング交換用データファイル（BEDxxxx.XML）（Ver2.00）の「地盤勾配」について、
要領（案）のP2-31で整数2桁・小数2桁と規定されていますが、チェックシステムでは「-90.00
から90.00を記入して下さい」とエラー表示されます。「-90.00」を入力するとチェックシ
ステムではエラーは出ませんが、要領には反していると思います。

　▶▶▶ 要領（案）の誤りです。正誤表をご参照ください。（H15.10.30）

CH-115 YOUCHIフォルダ直下にXMLとDTDの両ファイルが無い成果品をチェックシステム
ver.3.5でチェックしたところ、「エラー無し」と出ました。チェックシステムはYOUCHIフォ
ルダ直下にはデータ無しと判断したのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムは、各フォルダ内のXMLとDTDファイルを見てチェックしています。従っ
て、YOUCHIフォルダ直下にデータファイルが格納されていない場合は、エラーとはなり
ません。逆にデータファイルが存在する場合は、XMLとDTDファイルが必要となります。

（H15.11.14）

CH-116 受発注者間の協議により、測量成果電子納品要領（案）のファイル命名規則に従いファイ
ルを作成しました。チェックシステムver3.5を使用してチェックをかけると「【エラー】ファ
イル名が命名規則にあっていません」と表示されます。XMLファイルにも受発注者間で協
議した内容を測量成果情報に記載しています。この場合どのように対処したらよろしいでしょ
うか。

　▶▶▶ 受発注者協議により決定したファイル名は、チェックシステムでエラーとなりますが、無視
していただいて結構です。XMLファイルに協議内容が記載されていれば問題ありません。

（H15.11.14）
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CH-117 SURVEY/CHIKEI/DATAに平面CADデータ（CHAB1001.DWG）を入れています。チェッ
クシステムVer3.51でチェックすると「ファイル名が命名規則にあっていません。」というエ
ラーメッセージが表示されます。ファイルの拡張子の問題と考え、XMLとファイルの拡張
子を（TXT PDF 等）に変えてチェックしても同じエラーメッセージが表示されます。

　▶▶▶ SURVEY/CHIKEI/DATAに格納されるファイル「CH*B1nnn」のファイル形式は、DMデー
タファイルとなっています。受発注者の協議によりDMデータファイルに加えてCADファ
イルを格納することは可能です。（H15.11.14）

CH-118 工事管理ファイルの [工種 ] に、CORINSの工種「一般土木工事」を記入すると次のエラー
が発生しました。「【エラー】CORINSコードに無い記述がされています。」

　▶▶▶ CORINS の工種に「一般土木工事」は存在しません。CORINS の工種として存在する工
種を記入してください。（H15.11.14）

CH-119 XML 要素のチェックで施工計画（PLAN.XML）の [シリアル番号 ] 「3001001001～
3012001001」が整数型で記入されてません、とエラーになります。

　▶▶▶ チェックシステムに誤りがありました。チェックシステムVer4より対応しています。（H17.2.18）

CH-120 設計書コードの入力は半角数字と規定されていますが、日本語を入力してもエラーがでませ
ん。システムの誤りでしょうか。

　▶▶▶ 設計書コードは、TECRIS 関係の項目であり、TECRIS では全角文字がみとめられてい
るためエラーがでない仕様となっています。

 なお、要領（案）[H16.6] より全角文字はみとめられなくなりました。（H17.2.18）

CH-121 ボーリング交換用データファイル（BEDxxxx.XML）の < 柱状図様式 >に「3」を記入す
ると「この項目の値は、BORING.XMLの同様の項目の値と一致しません。」とエラーにな
ります。BORING.XMLの < 柱状図区分>は「地すべり」となっています。何か間違って
いるのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムVer3.5 ではエラーとなりますが、チェックシステムVer3.51よりエラーとな
らないよう対応していますので、最新のチェックシステムをご利用ください。 （H17.2.18）

CH-122 国土交通省以外の公共発注機関における電子納品ですが、チェックシステムに付属している
ビューア「McjCals_Viewer.exe」を電子媒体に格納して納品してもよいでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムは、ビューア機能のみを分離して使用することを想定しておりません。チェッ
クシステムの取り扱いは、利用規約（http://www.nilim-ed.jp/calsec/data/readme.txt）
をご覧ください。

 また、電子媒体への格納は各発注機関と協議のうえ決定してください。格納する場合に
はチェックシステム全体を利用規約とともに格納してください。

 （H15.11.28）

CH-123 チェックシステムを使用してチェックをかけると、写真情報管理ファイル（PHOTO.XML）
で「【エラー】Element content is incomplerete according to the DTD/Schema.
行 :2290〈/撮影工種区分〉」とエラーメッセージが表示されます。

　▶▶▶ PHOTO.XML の [ 撮影工種区分 ]タグの子タグの名称や並びが誤っている可能性があり
ます。タグの名称、順番をご確認ください。（H15.12.12）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/data/readme.txt
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CH-124 [ 工事分野 ] に「造園（余暇施設を含む）」（コードNO14）を入力しているのですが、チェッ
クシステムを利用してチェックすると、「【エラー】CORINSコードに無い記述がされていま
す。」と表示されます。最新のCORINSコードを確認しましたが上記のコードに間違いは
ないようです。原因を教えてください。

　▶▶▶ [ 工事分野 ] には、要領（案）の説明文の通りキーワードとして「造園（余暇施設を含む）」
と記入してください。コード No の「14」を記入するとエラーとなります。（H15.12.12）

CH-125 納品当時のチェックシステムVer3.0ではエラーが発生しない電子成果品でしたが、納品後
バージョンアップされたチェックシステムVer3.5ではエラーが発生します。そのため発注者
よりVer3.5でエラーが発生しない電子成果の再提出を要求されています。この場合、電子
成果再提出の義務はあるのでしょうか。

 また、納品当時の正当性を証明するため、旧バージョンのチェックシステムを使用したいの
で、旧バージョンの再公開をして頂けないでしょうか。

　▶▶▶ 発注者は、納品された時点の「最新バージョンのチェックシステム」でチェックを行うように
してください。また、チェックシステムの旧バージョンは混乱を招く恐れがあるため公開し
ません。チェックシステムの新旧バージョンの相違点については「システム変更履歴」を参
照してください。http://www.nilim-ed.jp/calsec/data/readme.txt（H15.12.12）

CH-127 「ビューアを終了して登録されている拡張子を表示するに設定してから再度ビューアを起動し
て下さい。」PDF、SXF（P21）ファイルを閲覧するソフトがインストールされているのに上
記のようなメッセージが出ます。

　▶▶▶ OS の設定で、閲覧しようとしているファイルの種類が対応するソフトと関連付けられてい
ないことが考えられます。エクスプローラ上でダブルクリックして閲覧ソフトが起動しない
場合は、関連付けを行ってください。（H16.1.22）

CH-128 オリジナルファイルをPDF形式に変換するソフトウェアは様々な製品が市販されています
が、最新バージョンのチェックシステムにて、変換したPDFファイルをチェックして問題な
ければ、どのPDF変換ソフトウェアを使用しても構わないと判断してよいでしょうか。

　▶▶▶ PDF 形式に変換するソフトウェアについての制限は、特にありません。（H16.1.22）

CH-129 チェックシステムでは、報告書ファイルの最大容量が初期設定では 5MBとなっていますが、
5MB以上のファイルはエラーとなってしまうのでしょうか。また、エラーになった場合は、ファ
イルはチェックされないのでしょうか。5MB以上のファイルを格納する場合、どのように対
処すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 報告書ファイル（REPORTxx.PDF）の許容最大容量は、チェックシステムのメニュー「設定」
により変更できます。（H16.1.22）

CH-130 [PHOTO]フォルダに格納するデータが大量（1700 枚）のため、下記のとおり2枚の媒
体に分割しました。

メディア1のPICフォルダ （1-750 枚）
メディア2のPICフォルダ （751-1700 枚）

 それぞれのXLMの記述の違いは、メディア1にあるXLMをメディア2へそのままコピーし、
XLMの記述内容でメディア1のメディア番号を1としたまま、コピーしたメディア2のメディ
ア番号を2として書き換えました。（メディア番号を書き換えただけです。）

 この状態で、チェックシステムにかけると、「【エラー】2 枚目のメディア内のPHOTO.

http://www.nilim-ed.jp/calsec/data/readme.txt
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XLMは 1枚目のメディア内のPHOTO.XLMと内容が一致していないようです。同じ内
容のPHOTO.XLMとすべきです。」としてエラーが発生しました。2枚目のメディア内の
PHOTO.XLMのメディア番号を1に書き換えて、再度チェックすると、エラーメッセージ
は表示されませんでした。

 このような場合、1枚目・2枚目のXLM内メディア番号は双方とも1とすべきなのでしょうか。
2枚目のメディア番号は2とすべきではないでしょうか。

　▶▶▶ 写真管理ファイル（PHOTO.XML）の [メディア番号 ] は、写真ファイル別に番号を記入
します。上記の場合1 枚目から750 枚目の写真ファイルの [メディア番号 ] は「1」、751 枚
目から1700 枚目までの写真ファイルの [メディア番号 ] には「2」を記入した写真管理ファ
イル（PHOTO.XML）を1つ作成し、2枚のメディアにそれぞれ格納してください。（H16.1.22）

CH-131 チェックシステムVer3.5 を利用し、チェックすると、「測量成果ファイル名 YOUCHI\
WORK\YKYOS_A\YYAG1001.PDF ファイルが存在しません。」というエラーが出るの
ですが、どのようにしたらよいのでしょうか。

　▶▶▶ メッセージ出力されている「YOUCHI\WORK\YKYOS_A」フォルダに精度管理表ファイ
ル「YYAG1001.PDF」を格納してください。（H16.1.22）

CH-132 CAD 図面をチェックシステムでチェックすると、例えばS0GF001Z.P21の GFに対して
地質縦断図と認識して地質縦断図のレイヤ名称に対してチェックを行うということでしょう
か。その場合、地質縦断図で設計的要素、構造物、構造物の寸法など、もともとD-から
始まるレイヤ名称の扱いはどうなるのでしょうか。

 D- のレイヤとS- のレイヤが混合するとエラーになるのではないでしょうか。
　▶▶▶ チェックシステムでは、ファイル名から図面種類（上記の場合「GF」）を認識してレイヤ名

をチェックしています。チェックシステムVer4.5より「D-」から始まるレイヤ名称でもエラー
とならないようチェックシステムを変更しました。（H17.2.18）

CH-133 CADファイルのレイヤ名について、その他を示すレイヤ名として、D-STR-OTRSを作成
したところ、【注意】ではなく【エラー】が表示されました。OTRSは、第 3 項目に使用で
きないのでしょうか。

　▶▶▶ 受発注者協議により決定していれば問題ありません。図面管理ファイル（DRAWING.
XML）の [ 新規レイヤ ] にレイヤ名と概要を記入することによりエラーを回避することがで
きます。（H17.2.18）

CH-134 地質断面図（S0GC001Z.P21）をチェックシステムVer.3.51にてチェックしたところ、
「S-DCR-COM」というレイヤについて「【エラー】基準（案）に存在しないレイヤ名です。」
というメッセージが出ました。地質調査資料整理要領（案）のP4-33 には、注記・コメン
トのレイヤ名が「S-DCR-COM」とされていますがどのようにすればよいでしょうか。なお、
平面図についてはエラーは発生しませんでした。

　▶▶▶ チェックシステムに誤りがありました。チェックシステムVer4より対応しています。（H17.2.18）

CH-135 チェックシステムVer.3.5をダウンロードし、セットアップをすると「MSIEXEC.EXEファ
イルがリンクしているエクスポートMSIDLL:222は見つかりません。」とエラー表示が出ま
すがどのように対処すればよいでしょうか。

　▶▶▶ このエラーはインストール時の不具合で Windows Installer のコンポーネントに不整合
が起こった場合に表示されます。Microsoft のホームページ（http://support.microsoft.
com/default.aspx?scid=kb;ja;324638）に詳しい説明があります。（H16.2.9）

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;324638
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;324638
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CH-136 電気通信設備編の要領（案）に対応したチェックシステムは、今年度中に公開する予定となっ
ていますが、いつ頃になるのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステム電気通信設備編 Ver1.0 は、2月2日に公開しました。（H16.2.9）

CH-137 チェックシステムでチェックした結果、XML要素内容のメッセージ欄に【エラー】CORINS
コードに無い記述がされています。と表示されます。タグ名は、[工事分野 ] 要素内容は、
02 道路と記入しました。

　▶▶▶ 工事管理ファイル（INDEX_C.XML）の [ 工事分野 ] には、「道路」と記入してください。
（H16.2.9）

CH-138 河川横断図という図面をチェックにかけると、D0GC095Z.P21という図面ファイル名に対
し、「命名規則に反しています」というエラーが発生します。図面工種で河川を選択し、図
面種類を地質断面図（横断図を含む）にしているからでしょうか。しかし、河川縦断に関し
ては同じように選択してもエラーは発生しません。解決方法を教えてください。

　▶▶▶ 河川横断図の図面種類（「D0xx001Z.P21」の xx 部分）は「CS」、河川縦断図の図面種
類は、「PF」となります。なお、これらの情報は、本サイトの正誤表（http://www.nilim-
ed.jp/index_denshi.htm）に記載されています。（H16.2.26）

CH-139 【電通編】
 電子成果品をチェックシステムVer3.51でチェックしたところ、工事管理ファイル（INDEX_C.

XML）の[工種]「通信設備工事」でエラーが発生します。「工事完成図書の電子納品要領（案）
電気通信設備編」では、通信設備工事の工種が認められております。電気通信設備編に
対応した電子納品チェックシステムは、いつ頃公開されるのでしょうか。 

　▶▶▶ 電気通信設備編に対応したチェックシステム電気通信設備編 Ver.1.0 は、2004 年 2月2日
に公開しました。なお、工事管理ファイル（INDEX_C.XML）の [ 工種 ] に記入する内容
は CORINS に従います。「通信設備工事」は、「通信工事」が対応します。（H16.2.26）

CH-140 官庁営繕事業では電子成果物作成支援・検査システムが無料でダウンロードできますが、
土木事業に関して、成果品の作成支援ソフトを無料でダウンロードできないのでしょうかか。

　▶▶▶ 国土交通省では、土木事業に係わる成果品作成支援ソフトの公開はおこなっておりません。
（H16.2.26）

CH-141 ファイル構成ですべてのXMLファイルにおいて、「INDEX_D.XMLのDTDが存在しない
か正しくありません」とエラーがでます。XMLファイルの配列も特に間違いはないと思うの
ですが、データ作成にOS等は関係あるのでしょうか。

　▶▶▶ 業務管理ファイルのDTDファイル（INDE_D02.DTD）がルートに存在していないか、誤っ
ている可能性があります。DTDファイルは、http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm
よりダウンロードすることができます。なお、上記のエラーメッセージは、業務管理ファイ
ル（INDEX_D.XML）に関するものではありません。（H16.2.26）

http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm
http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm
http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm
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CH-142 チェックシステムVer.3.51でチェックし、エラーがないことを確認して提出しました。しかし、
発注者があるメーカーの別のチェックシステムにてチェックしたところ、エラーが出たため
再提出を命じられました。国土交通省に提出する成果品のデータの合否判定は、何が基準
となっているのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品に係る要領・基準への適応の確認は、本サイトで公開しているチェックシステム
にて行うこととなっています。この確認の他に受発注者協議での決定事項等がありました
ら、そちらに従ってください。（H16.2.26）

CH-143 チェックシステムVer.3.5.1のビューア機能でPICフォルダを表示すると画像だけが出力さ
れPHOTO.XMLに記入された属性情報が表示されません。

　▶▶▶ チェックシステムのビューア機能では、写真のファイル名およびサムネール画像を表示する
仕様となっています。属性情報については、表示することはできません。（H16.2.26）

CH-144 「SPEC」フォルダが無い場合、チェックシステムにおいて、エラーが表示されます。「SPEC」フォ
ルダに収めるデータが無い場合でも「SPEC」フォルダは作成しなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 工事管理ファイル「INDEX_C.XML」の項目 [ 特記仕様書オリジナルファイルフォルダ名 ]
にフォルダ名を記入しなければエラーにはなりません。（H17.2.18）

CH-145 チェックシステムVer4.0でチェックをかけると、同じファイルに対して、「ファイル形式が
P21でないため・・・」の警告メッセージが 2つ表示されるのですが、どうしてでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムに誤りがありました。チェックシステムVer4.5 より対応しています。
（H17.2.18）

CH-146 【電通編】
 ファイル命名で発注図面、完成図面の図面種類をその他を表すEFとしチェックシステムに

かけるとエラーが発生します。
　▶▶▶ チェックシステムに誤りがありました。電気通信設備編の図面種類に「EF」と記入しても

問題ありません、チェックシステム 電気通信設備編 Ver1.5より対応しています。（H17.2.18）

CH-147 チェックシステムではチェックの結果について印刷が可能です。しかし、チェック時の設定
によりチェック内容が変わります。チェック時の設定についても印刷できるようにできない
でしょうか。

　▶▶▶ チェック時の設定を印刷結果に反映するように改良を検討します。（H16.3.16）

CH-148 [DRAWING]フォルダ内にTIFFファイルを作成し、エラーチェックをすると、「CADファ
イルのファイル形式が P21でないため、レイヤチェックを行いません」というエラーメッセー
ジが出ます。

　▶▶▶ 「CADファイルのファイル形式が P21でないため、レイヤチェックを行いません」はエラー
メッセージではなく、警告（ワーニング）メッセージです。受発注者協議により、CADファ
イルのファイル形式を変更した場合のメッセージです。（H16.3.16）

CH-149 トンネルおよびその照明・電気通信設備設計業務について、電子納品を行う場合、土木用
と電気通信設備用のチェックシステム、どちらでチェックすればいいのでしょうか。

　▶▶▶ 発注先が、「土木」であるか「電気通信設備」であるかで判断して成果品を作成し、適用
した電子納品要領に対応したチェックシステムでチェックしてください。（H16.3.16）
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CH-150 Ver3.51で INDEX_C.XMLファイルをチェックしたところ、【エラー】Element content 
is inbalid according to the DTD/Schema.Expecting: 工事番号.行 :26< 工事名称 >
○○○○ </工事名称 >となってしまいます。これは工事名称に問題があるのでしょうか。

　▶▶▶ 工事管理ファイル「INDEX_C.XML」の内容が DTDファイル「INDE_C02.DTD」で定
められているものと異なっているためにエラーが発生していると考えられます。「<」「>」
で囲まれている項目名が正しい順番に記述されているかご確認ください。（H16.3.16）

CH-151 成果品をチェックしたところ、PHOTO.XMLファイルにて、「この要素の属性
DTD version は DTDまたはスキーマで定義されていません。3<photodata DTD 
version=02>」とエラーメッセージが出ました。どのように対処したらよいのでしょうか。

　▶▶▶ 基準（案）で定められているDTD 構造とご質問のXMLファイル（PHOTO.XML）の
構造が一致していないためエラーメッセージが表示されます。上記の場合、「DTD」と

「version」の間にアンダーバー「 _ 」が抜けているためです。正しくは <photodata 
DTD_version=02>となります。（H16.4.28）

CH-152 チェックシステムVer5.0でエラーが発生しました。「作業フォルダの削除に失敗しました。
プログラムを終了して、OSがインストールされているドライブからWorkAreaを検索して、
WorkAreaを手動で削除して下さい。」

　▶▶▶ チェックシステムが作成した一時ファイルをシステムが削除できなくなっている可能性があ
ります。以下の対応を行ってください。

1. チェックシステムがインストールされているPC が起動している場合は、チェック
システム終了

2. 「TMP_C_CHK」フォルダの削除※
3. チェックシステム起動、チェックの実行

 ※「TMP_C_CHK」フォルダは、通常次の場所にあります。中に格納されているファ
イルも含めてすべて削除してください。 「C:\Documents and Settings\ ユーザー名\
LocalSettings\Temp\TMP_C_CHK」（隠しフォルダとなっているため全てのフォルダを表
示するよう設定してください）（H17.2.18）

CH-153 チェックシステムVer4.0 の利用にあたっての注意事項（ 動作環境） には、
Windows98SE/MEからとなっていますが、Windows98 にインストールした場合、不具
合はあるのでしょうか。

　▶▶▶ Windows98 は動作テストの対象としていません。（H16.4.28）

CH-154 写真区分が「着手前及び完成写真」の場合、工種・種別・細別は記入しなくてもよいとなっ
ていますが、未記入でチェックをかけると「DTD またはスキーマによると、要素のコンテン
ツが無効です。種別、細別、写真タイトル が必要です。」というエラーが出ます。

　▶▶▶ 基準（案）で定められているDTD 構造とチェッ ク対象の写真管理ファイル（PHOTO.
XML）の構造が一致していないためエラーとなっています。要素の内容を記入していない
ために発生しているエラーではありません。基準（案）に従い写真管理ファイルを作成して
ください。（H16.4.28）
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CH-155 写真管理ファイルをチェックシステムにかけると、XML要素内容において、タグ名〈施工
管理値〉、「メッセージ【エラー】内容が記述されていません。」と出るのですが、デジタル
写真管理情報基準（案）では条件付き必須記入となっています。

　▶▶▶ 〈施工管理値〉に値を記入しない場合は、〈施工管理値〉の上位タグである< 施工管理値
情報 >を記入しないでください。< 施工管理値情報 >が存在する場合は、必ず〈施工管
理値〉に値を記入する必要があります。（H16.4.28）

CH-156 チェックシステムver.4.0でチェックするとエラーは発生しないのですが、電子納品作成支
援ソフトでチェックをかけるとエラーが発生します。エラー項目は使用文字についてです。

 どちらのチェック結果に従えば良いのでしょうか。
　▶▶▶ 国土交通省に納品する成果品は、最新の電子納品チェックシステムで確認してください。

（H16.5.24）

CH-157 チェックシステムVer.4でチェックをしたところエラーが出ました。
 ファイル名 MEET.XML
 メッセージ DTD又はスキーマによると、要素のコンテンツが無効です。オリジナルファイ

ル情報が必要です。
 行 :4 adobe Acrobat5.0</ 打合せ簿オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報 >
 となっています。どのように対処したらよいでしょうか。
　▶▶▶ 要領（案）で定められているDTD 構造とチェッ ク対象の打合せ簿管理ファイル（MEET.

XML）の構造が一致していない（タグの名称が誤っている、存在しないなど）ためエラー
となっていると思われます。要領（案）通りに正確に作成してください。（H16.5.24）

CH-158 電子納品のデータを入力しましたが、その後にチェックシステムを利用してチェックをかけた
いのですが、実施方法を教えてください。

　▶▶▶ チェックシステムのインストールプログラムは、ダウンロードのページ（http://www.nilim-
ed.jp/index_dl.htm）より入手しインストールしてください。（H16.5.24）

CH-159 WindowsXPにチェックシステムVer2.5 をインストールしています。新しいバージョンの
チェックシステムに変更するため、アンインストールしようとしても、プログラムの追加と削
除に削除ボタンが出てこないためアンインストールできません。

　▶▶▶ インストールを行った（アドミニストレイター権限を持った）ユーザでログオンしていない場
合、プログラムの追加と削除に削除ボタンが出てこない場合があります。インストールした
ユーザでログオンして実行してください。（H16.5.24）

CH-160 チェックシステムVer.4.0 にて、PDF中の書類の禁則文字のチェックはエラー表示されるの
でしょうか。

　▶▶▶ PDFやオリジナルファイルの中に記入されている文字のチェックは対象外となっているた
め、エラー表示されません。（H16.5.24）

CH-161 橋梁詳細設計の一般図において、「ファイル名 :C3GV020Z.P21 レイヤ名 :C-BYP-
STRn メッセージ :【エラー】基準（案）に存在しないレイヤ名です。」とエラーメッセージ
がでますが、C-BYP-STRnは基準（案）に存在するレイヤ名（CAD製図基準案付属資料
P193 参照）であり、エラーの発生する原因がわかりません。

　▶▶▶ STRnの最後の nは、0 ～ 9、A～Zを記入してください。（H16.5.24）

http://www.nilim-ed.jp/index_dl.htm
http://www.nilim-ed.jp/index_dl.htm
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CH-162 図面管理項目（DRAWING.XML）の「平面直角座標系」および「基準点情報平面直角座
標系番号」の2項目のチェック方法について、この項目に「0a、0g、0z」と入力してチェッ
クすると、エラーになりません。また、「1」はエラーにならないのに「2、3、4」はエラー
になります。また、測量管理項目（SURVEY.XML: 場所情報）の「平面直角座標系」は「1、
2、・・・8、9」と入力してもエラーになりません。（「0a、0g、0f」等はエラーになります。）

 矛盾していると思いますが、どのようになっているのでしょうか。
　▶▶▶ 図面管理項目（DRAWING.XML）の [ 平面直角座標系 ] に記入する内容として「0a, 0g, 

0z」および「1」は誤りです。本項目に入力できる内容は、「01～19」となります。チェッ
クシステムに誤りがありました。チェックシステムVer4.5より対応しています。（H17.2.18）

CH-163 SFXプラウザのルールチェックの内容が英字で書かれているので内容がよく分かりません。
内容が分かる資料があれば教えてください。

　▶▶▶ SXF ブラウザに対する質問は、CAD 交換標準 Q&Aで対応していますので、http://
www.cals.jacic.or.jp/cad/をご覧ください。（H16.5.24）

CH-165 165 現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[測量編 ]5の P155に、
 （9）地図情報レベル
 （例 3）地図情報レベルが混在（地形図 1/500、1/1,000）の場合、「500,1000」とあります。
 これに従って入力を行うと、チェックシステムVer4.0でエラーが出ます。

[エラー内容 ]
・半角数字以外の文字 ,が使用されています。
・整数値を記入してください。

 どのように対処すればよいでしょうか。 
　▶▶▶ 「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）[ 測量編 ]」の誤りです。正

誤表をご覧ください。実施した地図情報レベルの数に応じて測量情報管理項目の「測量情
報」を繰り返し、該当する地図情報レベルの値を「等級精度」に1種類ずつ記入してくだ
さい。（[SU-99] 参照）（H16.5.24）

CH-166 基準（案）[H15.7]では、道路設計平面図 STR-STRnの nの命名において0～ 9、A～
Zとなっているため、STRD～ STRH（基準でSTRCまで使用済み）を追加し作図を行
いましたが、チェックシステムVer4.0 においてチェックをおこなったところ、【注意】の結
果となりました。追加レイヤとして入力し、注意表示の解除は行いましたが、追加レイヤと
してチェックリストには残ってしまいます。

　▶▶▶ チェックシステムVer4.0 のチェックに誤りがありました。チェックシステムVer4.5より対応
しています。（H17.2.18）

CH-167 [D-2] にて「全角英数文字から半角英数文字への変換は義務付けていません。」とありま
すが、”報告書フォルダ名”、”設計書コード”はテクリス入力システムでは全角で作成され
るため、半角英数文字に変換しないと、チェックシステムでエラーとなってしまいます。

 例）平成 16 年度CALS業務 等
　▶▶▶ 業務管理ファイルの [ 設計書コード ] はテクリス入力システムでは全角で作成されるため、

全角文字で記入してもエラーとなりません。なお、要領（案）[H16.6] より全角文字はみと
められなくなりました。（関連 :[CH-120]）。報告書管理ファイルの [ 報告書フォルダ名 ] に
ついては、「REPORT」と記入する以外は許されていないため全角で作成するとエラーと
なります。（H17.2.18）

http://www.cals.jacic.or.jp/cad/
http://www.cals.jacic.or.jp/cad/
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CH-168 電子成果品をチェックシステムVer.4.0でチェックしたところ、XML構成の項目に以下のエ
ラーが生じました。

 エラーメッセージの内容は
 『DTDまたはスキーマによると、要素のコンテンツが無効です。報告書名が必要

です。行 :11〈報告書ファイル名〉REPORT01.PDF〈/報告書ファイル名 >』
 というものです。
 PDFファイルを作り直してみたり、色々と試して、何度もチェックをかけてみたのですが、

どうしてもこのチェックだけが消えません。
　▶▶▶ 送付した頂いたエラーメッセージを確認したところタグを囲む文字に誤って、「〈」山カッコ

（始）「〉」山カッコ（終）が使用されています。「<」不等号（より小）半角「>」不等号（よ
り大）半角を使用してください。（H16.6.4）

CH-169 地質調査資料整理要領（案）[H15.7] に基づいたXMLファイル等のチェックをしたいので
すが、チェックシステムVer.4.5 はいつ頃にダウンロード可能になるのでしょうか。

　▶▶▶ 地質調査資料整理要領（案）[H15.7] に対応したチェックシステムは、平成 16 年 6月に公
開されました。（H17.2.18）

CH-170 道路本体設計平面図（道路設計共通）の規定に準拠してレイヤを作成し、チェックシステ
ムVer.4.0 にてチェックしたところ『【エラー】基準（案）に存在しないレイヤ名です。』とエ
ラーが表示されました。また、チェックの範囲（チェック対象）は線色、線種まで対象となっ
ているのでしょうか。

　▶▶▶ レイヤ名は、チェック時に選択する工種及びファイル名によりチェックを行っています。
CADファイルのチェックの範囲は、ファイル名およびレイヤ名です。線種、線色について
はチェックの対象外です。（H16.6.16）

CH-171 CALS/EC地方展開アクションプログラム（全国版）では、電子納品保管管理システムを
公開することになっています。チェックシステムは公開されていますが、電子納品保管管理
システムは公開されているのでしょうか。また、このシステムを受注者が入手できるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 電子納品・保管管理システムの公開対象、公開方法等については、現在検討中です。
（H16.6.16）

CH-172 ある発注機関では国土交通省の電子納品チェックシステム以外の市販のチェックシステムが
利用されています。この市販のチェックシステムの入手方法を教えてください。

　▶▶▶ 市販のチェックシステムを利用している発注機関に入手方法をお問合せください。
（H16.6.16）

CH-173 工事種別に機械設備工事と入力したところ、「CORINSコードに無い記述がされています。」
とエラーが表示されました。CORINSコード一覧表には記載されていますが、チェックシス
テムのデータCSVを見ると機械設備工事の項目が抜けていました。

　▶▶▶ 工事管理項目（INDEX_C.XML）に [ 工事種別 ] を記入する項目はありません。類似した
項目として [ 工種 ] が考えられます。[ 工種 ] は CORINS の「工種、工法・型式」の工種
から選択し記入してください。（H16.6.16）
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CH-174 現在、チェックシステムでは禁止文字をチェックしておりませんが、将来的には対応する予
定があるのでしょうか。

　▶▶▶ 現在、チェックシステムでは、管理ファイル（XMLファイル）に記入されている文字につい
ては、禁止文字のチェックを行っていますが、オリジナルファイルの中で使用されている文
字についてはチェックしていません。（H16.6.16）

CH-175 チェックシステムVer4.0を使用して図面ファイルをチェックしたところ、「S-STR-STRA 【エ
ラー】基準（案）に存在しないレイヤ名です。」とエラーがでます。『CAD製図基準（案）
平成 15年 7月版 付属資料』の「付属資料 2.レイヤ名一覧 2.1 道路詳細設計 （2）平面
図」には [S（D,C,M）-STR-STR1～ 9,A～ C,n] が定義されているので、「S-STR-STRA」
というレイヤ名はエラーではないのではないでしょうか。

　▶▶▶ レイヤ名が「S（D,C,M）-STR-STR,n」と基準（案）で規定されているものについては、「n」
の部分には、「A」から「Z」までの半角英大文字を使用することができます。チェックシス
テムに誤りがありましたので、Ver4.5より対応しています。（H17.2.18）

CH-176 河川構造物の樋門樋管の図面で「D0AF001Z.P21」（AF; 管理用施設図）というファイル
名した後、チェックシステムで工種を河川構造物に選択し検査すると「【エラー】ファイル名
が命名規則に合っていません。」という結果が出ます。工種を「全選択」にしてチェックす
るとこのファイル名でもエラーは検出されません。原因は何でしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムのチェックに誤りがありました。「河川構造物設計」では、管理用施設図は、
図面種類「AF」となります。チェックシステムVer5より対応しています。（H17.2.18）

CH-177 チェックシステムVer.4.0では、PDFファイルにサムネールが埋め込まれていないと「【エラー】
サムネイルが設定されていません。」となります。

 [D-123]では「サムネールの埋め込みについては特に規定を設けていません。」、また[D-146]
では「サムネールの作成と埋め込みは同様の機能ではありません。」とあります。サムネー
ルの埋め込みは必要なのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] においては、PDFファイルにサムネールを作成（埋め込み）してください。
なお、[D-123] は不適切な内容ですので修正します（参照 :[D-149]）。なお要領（案）[H16.6] 
よりサムネールは作成しなくても構いません。（H17.2.18）

CH-178 「【エラー】PHOTO.XMLに記入されているファイルが PHOTO/DRAフォルダに存在しま
せん。」とエラーが表示されます。参考図はないので、参考図ファイル名は記入なしで空タ
グのみです。

　▶▶▶ 参考図が存在しない場合は、参考図に関連する管理項目の [ 付加情報 ] 以下のタグを記
入しないでください。（H16.7.13）

CH-179 「【エラー】INDEX_C.XMLはバージョンが不明です。」というエラーメッセージが表示され
ます。工事管理ファイル（INCED_C.XML）のヘッダー部には以下のように記入しています。

<?xml version=1.0 encoding=Shift_JIS?>
<!DOCTYPE constdata SYSTEM INDE_C02.DTD>
<constdata>

　▶▶▶ XMLファイルのヘッダー部のバージョンの記述が抜けております。下記のとおり追記してく
ださい。

<?xml version=1.0 encoding=Shift_JIS?>
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<!DOCTYPE gyomudata SYSTEM INDE_C02.DTD>
<constdata DTD_version=02>

 （H16.7.13）

CH-181 地質調査資料整理要領（案）[H15.7] に従って電子納品データを作成し、チェックシステム
Ver.4.5でチェックしたところ、圧密試験方法コードに「A1217」と入力しているにも関わらず、
「正しくありません。01～ 13または 99を入力してください」と出ました。H15 年 7月版の
様式ではなく、H14 年 7月版の様式でチェックされているのではないでしょうか。

　▶▶▶ 圧密試験コードに「A1217」と記入しても問題ありません。チェックシステムに誤りがあり
ました。チェックシステムVer5.0より対応しています。（H17.2.18）

CH-182 電子成果品の作成支援ソフトを使用して生成した納品データについてチェックをかけると、
「チェックファイルがない」というエラーが発生します。納品データ格納先のハードディスク
を指定しているので、ファイルがないはずがないと思いますが、エラーの意味、対処方法が
わかりません。

　▶▶▶ 電子成果品の作成支援ソフトによって、「DISK1」等のフォルダの下に工事管理ファイル
（INDEC_C.XML）が格納されている場合があります。このような場合は、「参照」ボタン
より、工事管理ファイルを選択し、チェックを行ってください。（H16.7.13）

CH-183 [PHOTO]フォルダに参考図だけを保存する場合、[PHOTO/PIC] のサブフォルダには何
も格納されていないため、XMLで未記入のままだとチェックシステムでエラーが発生します
が、無視してもよいでしょうか。

　▶▶▶ デジタル写真管理情報基準（案）では、参考図ファイルのみを格納することは想定されて
いません。必ず、対応する写真ファイルを格納してください。（H16.7.27）

CH-184 Ver4.5 以前のチェックシステムではSTRnの nの部分にレイヤ名一覧に表示されていない
アルファベットまたは数字についてはエラーの対象になっていましたが、Ver.4.5ではエラー
がかからない状態になっています。しかし、国土交通省でチェックした場合、エラーとなり
ました。国土技術政策総合研究所のホームページで配布しているチェックシステムと国土交
通省で利用しているチェックシステムは違うものなのでしょうか。

　▶▶▶ 国土技術政策総合研究所のホームページで配布されているチェックシステムと国土交通省
で使用しているチェックシステムは、同じシステムです。両者のチェックシステムのバージョ
ンが同じものかご確認ください。なお、レイヤ名「STRn」の nの部分については、チェッ
クシステムVer4.0 ではエラーとなりますが Ver4.5より英大文字が入力可能となるように修
正しています。（H16.7.27）

CH-185 チェックシステムVer4.5で、データシート交換用データファイル（TS001001.XML）の必
須記入タグ [ 調査件名 ]を削除し、不正なXMLに変更してもエラーがでません。

　▶▶▶ データシート交換用データのチェックに一部誤りがあり、誤った内容でもエラーが発生しな
いことがあります。チェックシステムVer5.0より対応しています。（H17.2.18）

CH-186 ボーリング交換用データのボーリング地点における経緯度がちょうどメッシュコードの境界
に位置した場合について、例えば、北緯 35°52′00.0′′東経 139°39′45.0′′のよう
なデータの場合（地質調査資料整理要領（案）P2-37）、チェックシステムでは、この場合
の 3次コードを32としないとエラーになりますが、メッシュコードでは1次コードの記述
にあるように、そのメッシュの南西端の点を基準にしているようなので、例に挙げたような
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ケースの3次コードは 43になるのではないでしょうか。
　▶▶▶ メッシュコードは、上記の境界点の場合、3 次コードが「32」、「33」、「42」、「43」のすべ

てが正となります。現在のチェックシステムVer4.5 では北東側のみを正としているため、
メッシュの境界上はすべて正とするように、チェックシステムVer5.0より対応しています。

（H17.2.18）

CH-187 電子納品のチェックシステムの取扱いについて教えて頂きたいと思います。
　▶▶▶ チェックシステムの取り扱いについては、ダウンロードのページ（http://www.nilim-ed.

jp/index_dl.htm）の、「ご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。（H16.7.27）

CH-189 電気通信設備編 Ver1.5で成果品をチェックしたところ、CAD図面のレイヤ名でエラーが
出ます。レイヤ名は電子納品運用ガイドライン（案）電気通信設備編 [H.16.5] の CADに
関する事項により決定しています。

 例 C-BGD-HCH.C-BGD-TXT.C-BGD-OTR.C-ECDT-TXT.C-EEQP-TXT.C-EEQP-
BOX.C-EEQP-DIM.C-BGD-DIM等です。

　▶▶▶ 例に示されているレイヤ名は、レイヤ 3（作図要素）の語尾に「n」を記入します（HCHn 等）。
語尾に「n」（1 から9、A からZ）を記入してください。詳細は、基準（案）電気通信設
備編 [H15.7]P16、電子納品運用ガイドライン（案）電気通信設備編 [H.16.5]P35 を参照し
てください。（H16.8.9）

CH-190 STLIST.XMLの作成がうまくいきません。圧密の項目を入れると、XML構成でエラーが
出てしまいます。エラー内容は

Element content is invalid according to the
DTD/Schema.Expecting: せん断 , 締固め ,CBR,コーン
指数 ,その他 :200< 圧密 >

 です。
　▶▶▶ XML 構成のエラーは、DTD（今回は ST0200.DTD）で定められている順序に従い項目（タ

グ）が並んでいない場合か必要な項目（タグ）が存在しない場合に発生します。[ 試験情報 ]
以下の項目の並びをご確認ください。[ 圧密 ] の前後は、[ 分類 ] → [ 圧密 ] → [ 一軸圧縮 ]
→ [ せん断 ]・・・の順になります。（H16.8.9）

CH-191 チェックシステムVer4.5 を使用して、歩道縦断図の図面ファイルをチェックしたところ、
「D-TTL-BAND【エラー】基準（案）に存在しないレイヤ名です。」とエラーがでます。歩
道の縦断図レイヤは、CAD製図基準（案）[H15.7] 付属資料 2.レイヤ名一覧 2.1 道路本
体設計（4）縦断図（道路設計共通）のレイヤではないのでしょうか。

　▶▶▶ 「歩道」の「横断図 :PF」にレイヤ名に「TTL-BAND」を使用することは、可能です。チェッ
クシステムに誤りがありました。チェックシステムVer5.0より対応しています。（H17.2.18）

CH-192 電子納品チェックシステムでチェックをかけたところ、工事管理ファイルの工事件名等の工
種に「CORINSコードにない記述」とエラーが出ました。記入内容は、「一般土木工事」
と入力しました。

　▶▶▶ [ 工種 ] は、CORINS の [ 工種、工法・型式 ] の工種を記入してください。[ 工種 ] に記入
するキーワードは、http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htmの下部のリンク「CORINS
に関連する資料はこちらをご覧下さい。」より確認できます。（H16.9.3）

http://www.nilim-ed.jp/index_dl.htm
http://www.nilim-ed.jp/index_dl.htm
http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm
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CH-193 Unicode 形式で作成した INDEX_C.XMLを電気通信設備版 Ver1.5でチェックしますと、
「メディア番号の記入がありません」「メディア総枚数の記入がありません」といったメッセー
ジが出ます。メッセージボックスをOKボタンで閉じると、最初のファイル選択画面に戻り、
チェック結果が出ません。

　▶▶▶ 要領案では、XMLファイルは Shift_JIS 形式により記述することとなっているため、
Unicodeには対応していません。XMLファイルは Shft_JIS で記述して下さい。メッセー
ジについては、不適切な表現のためチェックシステムVer5.0より変更しています。（H17.2.18）

CH-194 [B-91] にあるようにボーリングを伴わない土質試験を作成するため、BORING.XMLを作
成せず、[TEST]フォルダにGRNDTST.XMLとSTLIST.XMLを作成し、チェックシス
テム 4.5でチェックしたところ「GRNDTST.XMLとSTLIST.XMLにおいてバージョンが
不明です」とエラーがでます。試しに架空のBORING.XMLを作成するとこのエラーは回
避されました。この場合どのように作成すればよいでしょうか。

　▶▶▶ ボーリングを伴わない土質試験の成果には、BORING.XML は必要ありません。チェック
システムVer5.0より対応しています。（H17.2.18）

CH-195 国土交通省で公開している『電子納品チェックシステム』について、図面のどの部分までチェッ
クしているのでしょうか。各図面のXMLまでしかチェックしないのでしょうか。それとも、
線幅や線色又書込みレイヤが基準（案）に沿ってるかまでチェックするのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品チェックシステムでは、図面管理ファイル（DRAWING.XML）の内容及び各ファ
イル内で使用されているレイヤ名の確認を行っています。線幅や線色については、基準（案）
のなかで参考的な位置づけとなっているため、チェックシステムではチェックを行っていま
せん。線幅や線色については、受発注者協議により決定し、その決定に従い図面を作成
してください。（H16.10.4）

CH-196 チェックシステム電気通信設備編 Ver1.5を使用していますが、ビューアを起動すると『2重
起動できません』と言うメッセージがでて起動できません。ビューアを起動するにはどのよ
うにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステム電気通信設備編 Ver1.5 において、ビューアが起動しない不具合が発
生する場合がありました。チェックシステム電気通信設備編 Ver2.0より対応しています。

（H17.2.18）

CH-197 機械設備工事編のチェックシステムは公開されていませんが、いつごろ公開されるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 電子納品チェックシステム機械設備工事編は、現在開発について検討中であり、公開時期
についても未定です。（H16.10.19）

CH-198 要領・基準（案）[H16.6] に対応したチェックシステムはいつ頃公開となるのでしょうか。
　▶▶▶ 要領・基準（案）[H16.6] に対応したチェックシステムは、平成16年10月18日に公開しました。

（H16.10.19）

CH-199 チェックシステムにて、チェックを行うと、図面のレイヤでエラーが「基準（案）に存在しな
いレイヤ名です。」とでます。図面名を「M1PL001Z.P21」と命名したのですが、CAD製
図基準（案）の付属資料2に記載されているレイヤ名以外はエラーがでるのでしょうか。

　▶▶▶ CAD 製図基準（案）に存在しないが、受発注者協議により決定したレイヤ名、ファイル
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名を含むチェックをチェックシステムにて行う場合は、次の対応によりエラーを回避するこ
とができます。

 【H15.7以前の基準を適用する場合】
 チェックシステムでチェック直前に表示される「図面工種の選択」画面の「（2）ファ

イル名、レイヤ名等の追加」メニューで「ファイル名・レイヤ名を追加」を選択し、
追加したファイル名・レイヤ名を入力してください。

 【H16.6 の基準を適用する場合】
 図面管理ファイル（DRAWING.XML）の項目 [ 追加図面種類 ]、[ 新規レイヤ ]

に追加したファイル名・レイヤ名を記入してください。
 （H16.11.1）

CH-200 チェックシステムVer5.0でのDRAWING.XMLのチェックについて利用マニュアルのメッ
セージ対応表No19と20 の違いを教えてください。19の [追加対象工種 - 略語 ] が命名
規則 ...と 20 の [追加図面種類 - 略語 ] が重複 ... は同じ意味ではないのでしょうか。

　▶▶▶ DRAWING.XML のメッセージ No19とNo20 は、同じ意味です。システムでは、No19 は
使用していませんので、利用マニュアルより削除しました。（H17.2.18）

CH-201 チェックシステムVer5.0 にて成果品をチェックすると、図面フォルダ及び測量データフォ
ルダを選択していないにもかかわらず、「DRAWING.XMLが存在しません。」「SURVEY.
XMLが存在しません。」というエラーが出ます。図面及び測量等は対象となっていないため、
上記 XMLファイルは作成していません。原因について教えてください。

　▶▶▶ 図面フォルダ [DRAWING] 及び測量フォルダ [SURVEY]フォルダに、何らかのファイルが
格納されていると、上記のようなメッセージが出力されます。フォルダ内のファイルを削除
するか、業務管理ファイル（INDEX_D.XML）の [ 図面フォルダ名 ]、[ 測量データフォル
ダ名 ] の項目を記入せず、図面フォルダ、測量フォルダを作成しなければエラーは、発生し
ません。（H16.11.16）

CH-202 工事管理ファイルの場所情報（水系 - 路線情報、境界座標情報）が 2ヶ所ある場合、どの
ように作成すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 工事管理ファイルにおいて、水系 - 路線情報が複数ある場合は、[ 水系 - 路線情報 ] 以下
の項目を繰返し記入してください。なお、[ 境界座標 ] については、複数記入はできませ
んので、業務範囲の外側境界を[境界座標]に記入してください。（参照:[D-12]）（H16.11.16）

               
CH-203 電気通信設備での工事管理ファイルを作成すると、INDEX_EC.XMLとできますが、それ

れをチェックスシステムにかけると、「INDEX_C.XMLまたは INDEX_D.XMLがありませ
ん」とエラーが発生します。この場合どうすればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品チェックシステム電気通信設備編 Ver1.5 で電気通信設備編の工事管理ファイル
（INDEX_EC.XML）のチェックを実行すると、上記のようなメッセージが表示されます。
要領（案）電気通信設備編 H16.6 版で作成した成果品は、チェックシステム電気通信設
備編 Ver2.0 をご利用ください。（H16.11.16） 

CH-204 土質試験及び地盤調査管理ファイル（GRNDTST.XML）の [ 試料採取情報 ] に「0」、「1」
を記入するとエラーとなります。

　▶▶▶ 地質調査資料整理要領（案）[H15.7] では、「乱さない試料」、「乱した試料」を記入する
こととなっています。（H16.12.2）
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CH-205 工事の成果品をチェックシステムVer5.0で検査後、チェック結果を出力したのですが、使
用されている要領（案）が『土木設計業務等の電子納品要領（案）』と記載されてしまいます。
対処を教えてください。

　▶▶▶ 成果品が「土木設計業務等の電子納品要領（案）で作成されている可能性があります。ルー
ト部に格納されている管理ファイルの名称が「INDEX_C.XML」であれば「工事完成図
書の電子納品要領（案）」に沿って作成されています。（H16.12.2）

CH-206 テクリスに未登録業務のため項目に「0」を入力したところ、「TECRISコードに無い記述
がされています」とのエラーメッセージが表示されます。記入ミスなのでしょうか。

　▶▶▶ テクリスに未登録の場合、[ 業務実績システム登録番号 ] に「0」を入力してください。また、
他のテクリスに関わるコード・キーワード等の項目については、該当するものを記入してく
ださい。ここで「0」を記入するとエラーとなります。（H16.12.2）

CH-207 要望ですが、チェックシステムを実行した際に、設定内容のログを取るようにできないでしょ
うか。例えば、フォルダのチェック項目、図面の工種や種別、図面のオリジナルファイル名、
レイヤの個別の設定等。

　▶▶▶ ご要望のありました、チェック時のすべての設定をチェック結果と共に出力できる機能を
追加することを検討します。（H16.12.2）

CH-208 チェックシステムVer5.0でチェックすると、業務管理（平成 13 年 08月版で作成されてい
ます）測量管理（平成 15年 03月版で作成されています）と表示されます、これはソフトウェ
アが平成 16 年 6月版で作成されていないためでしょうか。それともチェックシステムでの設
定があるのでしょうか。

　▶▶▶ 「使用されている要領（案）及び基準（案）」に表示される各要領・基準（案）のバージョンは、
チェックシステムが自動的にチェック対象の管理ファイルを確認して表示しています。よって、
平成 16 年 6月版で作成されていないこととなります。（H16.12.2）

CH-209 図面ファイル名ついて、「海岸構造物設計」内の「本体工一般図」のGSと記入し、チェッ
クシステムVer 5.0でチェックすると、「ファイル名が基準に沿っていません。」と「注意」
の項目で検出されます。そこで、GVと入力すると「注意」が検出されません。 しかし、
[H16.7.27] の正誤表には、「誤 :GV」「正 :GS」と表記されています。「正誤表」と「チェッ
クシステム」どちらに合わせて入力すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 正誤表の内容が正解です。チェックシステムVer5.0.1より対応しています。（H17.2.18）

CH-210 各土質試験の標題情報で [ 試料連番 ] の部分の記入について、10 ～以上の数値の場合、
チェックソフト（Ver5.0）でエラー表示されます。1～9を記入した際には、問題ないのですが、
10以上の時は、記入方法が違うのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムVer5.0 に誤りがありました。[ 試験連番 ] に 10 以上の数値を記入しても
問題ありませんので、エラーを無視してください。チェックシステムVer5.0.1より対応して
います。（H17.2.18）
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CH-211 三軸試験のXMLに [ 土質名称 ] の項目があるのですが、ここに数字を入れないとエラー
になります。仕様書では、日本語の文字を入れてもかまないはずなのですが、仕様がかわっ
たのでしょうか。

　▶▶▶ チェックシステムVer5.0に誤りがありました。チェックシステムVer5.0.1より対応しています。
（H17.2.18）

CH-212 ハンマー落下用具コードを空白にするとエラーが出ます。チェックシステムの変更履歴には
Ver.4.5で修正されたとのことですが、Ver4.5でもVer.5.0でもエラーが出ます。変更した
のにエラーが出たのでは、対応のしようがありません。どのようになっているのでしょうか。

　▶▶▶ 平成13年8月版で作成された地質成果の[ハンマー落下用具コード]を空白にするとエラー
となりますが、無視してください。チェックシステムVer5.0 の誤りのがありました。チェッ
クシステムVer5.0.1より対応しています。（H17.2.18）

CH-213 チェックシステムVer5.0 に関して、粒度試験の均等係数と曲率係数は算定不能な場合があ
りますが、必ず数字を記入しなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H16.6]P 付 7-39 に示すとおり、均等係数、曲率係数が算定不能の場合は、「-1」
を記入するようにしてください。「-1」を入力した場合、チェックシステムVer5.0 ではエラー
となりません。

 孔内水平載荷試験における降伏圧力やルジオン試験における限界圧力なども同様に、測
定不能、計測不能、算定不能の場合は、試験・計測未実施と区分できるように「-1」を
記入するようにしてください。 （参照 :[B-32]）（H16.12.2）

CH-214 成果品CD-Rのチェックを実行すると、最後に「I/O エラー（103）」というエラーダイアロ
グが表示されます。チェックシステムを削除した後、再インストールを実施しても、現象に
変化はありません。また、他のPCにて同じ成果品CD-Rをチェックしても、現象は確認
できません。

　▶▶▶ チェック実行時に I/O エラーが発生し、他のPC では現象が再現しない場合は次の 2 つ
の問題が考えられます。1）成果品の媒体（CD-R）が一部のドライブで読み取れない状
態になっている。この場合、別の媒体に焼きなおすことにより解決します。2）CDドライ
ブが故障している。どのような成果品 CD-Rをチェックしてもエラーとなる場合はこちらの
可能性があります。（H16.12.13）

CH-215 デジタル写真管理情報基準（案）[H16.6]で作成した成果品をチェックシステムVer5.0で
チェックしたところPHOTO.XMLで以下のエラーが表示されます。

 「PHOTO.XMLに同じファイル名が記入されています。」
 以前の基準では、同一の参考図ファイルを複数の写真ファイルの参考図として指定できて

いたのですが、基準（案）[H16.6]では不可能なのでしょうか。
　▶▶▶ 基準（案）[H16.6] においても、これまでと同様に同一の参考図ファイルを複数の写真ファ

イルの参考図として指定することは可能です。チェックシステムVer5.0に誤りがありました。
チェックシステムVer5.0.1より対応しています。（H17.2.18）
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CH-216 土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6] に従って成果品を作成し、チェックシステ
ムVer5.0でチェックすると、以下の項目がエラーになりました。

 INDEX_D.XML[ 対象水系路線コード ]「24012」
 （区分コード路線「2」、道路種別コード主要地方道（都道府県道）「4」、路線番号「012」）。
　▶▶▶ 主要地方道の場合は路線番号はすべて「000」となります。よって、[ 対象水系路線コード ]

には「24000」を記入ください。（H16.12.13）

CH-217 土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6] に従って成果品を作成し、チェックシステ
ムVer5.0でチェックすると、以下の項目がエラーになりました。

 INDEX_D.XML[ 業務分野コード ]「372403」（測量－公共測量－数値地形測量－数値
地形図修正）

　▶▶▶ 「測量－公共測量－数値地形測量－数値地形図修正」の [ 業務分野コード ] は「3724030」
となります。（H16.12.13）

CH-218 BORINGのメッシュコードの <コード 1次 ><コード 2 次 ><コード 3次 >で、チェック
システム 4.5でかけた時には出なかったエラーが 5.0でかけた時にはエラーが出てしまいま
す。エラーがでるのは29 個のXMLファイル（BED0001.XML～BED0029.XML）のうち、
1個（BED0023.XML）だけです。メッシュコードは間違っていないと思いますが、原因を
教えてください。

　▶▶▶ チェックシステムVer5.0でのメッシュコードの処理に一部誤りがありました。チェックシステ
ムVer5.0.1より対応しています。（H17.2.18）

CH-219 チェックシステムVer5.0 について、[C-162] にサブフォルダが異なれば、シリアル番号は、
重複してもかまわないという回答がありましたが、チェックシステムでは、「番号が重複して
います。」というエラーとして検出されてしまいます。

　▶▶▶ [シリアル番号 ] は重複しても問題ありません。チェックシステムVer5.0.1より対応していま
す。（H17.2.18）

CH-220 データシート交換用データ（粒度試験）において、[ 溶液添加量 ]、[ 粒径加積曲線 _ 溶
液濃度 ]、[ 粒径加積曲線 _ 溶液添加量 ] に実数以外を記入するとエラーとなります。

　▶▶▶ 上記の項目は文字型で記入ください。チェックシステムVer5.0 に誤りがありました。チェッ
クシステムVer5.0.1より対応しています。（H17.2.18）

CH-221 データシート交換用データ（共通グラフ情報）について [ 直交方向オフセット]、[ 水平方
向オフセット] が「0」の場合は省略可能ではないでしょうか。

　▶▶▶ [ 直角方向オフセット]、[ 水平方向オフセット] が「0」の場合は、「0」とご記入ください。
（H16.12.13）

CH-222 データシート交換用データ（共通グラフ情報）の [ 軸番号 ] について、グラフ番号が複数
あるファイルでエラ－となります。グラフ番号が次の番号に繰り上がった場合「1」に戻って
はいけないのでしょうか。

　▶▶▶ グラフ番号が複数ある場合は、グラフ番号が繰り上がると [ 軸番号 ] は「1」から始まるよ
うにしてください。チェックシステムに誤りがありました。チェックシステムVer5.0.1より対
応しています。（H17.2.18）
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CH-223 データシート交換用データ（共通グラフ情報）の [ラベル指定 ] に「100,1000,10000」と
記入すると以下のエラーとなりました。「【エラー】実数で記入されていません。実数で記入
してください。」

　▶▶▶ [ラベル指定 ] は、実数で繰り返し記入することとなっています。要領（案）[H15.7]P6-71
をご参照ください。公開しているサンプルXML は、カンマ区切りのデータとなっており、
誤りです。（H16.12.13）

CH-224 三軸圧縮試験、土の三軸試験の供試体作製・設置について、[ 試料の状態 ]、[ 土質名称 ]
に文字を記入したところ次のようなエラーが発生しました。「【エラー】実数で記入されてい
ません。実数で記入してください。」

　▶▶▶ 上記の項目は文字型で記入ください。チェックシステムVer5.0 に誤りがありました。チェッ
クシステムVer5.0.1より対応しています。[ 土質名称 ] については [CH-211] と同様です。

（H17.2.18）

CH-225 三軸圧縮試験、土の三軸試験の供試体作製・設置において、[ 軸変位量の測定方法 ]、[ 軸
変位量 ]、[体積変化量の測定方法 ]、[体積変化量 ]を空白としたところ、次のようなエ
ラーが発生しました。「【エラー】内容が記述されていません。必須記入項目についてはデー
タ要素内容を記入してください。」UU試験の場合は上記項目の測定はありません。0を記
入すればよいでしょうか。

　▶▶▶ 地盤工学会基準（JGS 0520-2000）「土の三軸試験の供試体作製・設置方法」では、報
告事項に「軸変位量と体積変化量およびその測定方法」を明記しています。したがって、
UU 試験の場合でも [ 軸変位量の測定方法 ]、[ 軸変位量 ]、[ 体積変化量の測定方法 ]、[ 体
積変化量 ] のデータは必ず記入してください。

 なお、同基準では、体積変化量を直接測定できない場合の算定式等も明記していますので、
「土質試験の方法と解説（（社）地盤工学会）」をご確認ください。（H16.12.13）

CH-226 三軸圧縮試験、土の三軸試験の供試体作製・設置において、[使用するX軸番号 ][ 使用
するY軸番号 ] に次のエラーが発生しました。「【エラー】内容が記述されていません。必
須記入項目についてはデータ要素内容を記入してください。」

 三軸圧縮試験の強度定数グラフにおいて、モ－ル円ではXY値が空欄で円弧表示のみです。
そのため、使用するXY軸番号は空欄となります。

　▶▶▶ モール円を円弧で表現し、データのXY値等を記入しない場合は、親タグに当たる [デー
タ系列 ]タグ以下を全て省略するようにしてください。（H16.12.13）

CH-227 チェックシステムVer5において、[ 経緯度読取精度 ] のエラーがわかりません。この項目
に0を記入しているのですが、エラーとなります。要領（案）では 0を設定して構わないは
ずです。

　▶▶▶ データシート交換用データの [ 経緯度読取精度 ] について「0」を記入しても問題ありません。
チェックシステムVer5.0に誤りがありました。チェックシステムVer5.0.1より対応しています。

（H17.2.18）

CH-228 土の粒度試験の[塑性指数]について、チェックシステムVer5.0でチェックすると、「【エラー】
実数で記入されていません。」となります。『NP』の場合はどうするのでしょうか。

　▶▶▶ [ 塑性指数 ] について、NP の場合は -1を記入するようにしてください。（H16.12.13）
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CH-229 土の保水性試験の [供試体作成方法]について、チェックシステムVer5.0でチェックすると、
「【エラー】実数で記入されていません。」となります。要領（案）には「文字」での登録となっ
ていますがどのようにすればよいでしょうか。

　▶▶▶ 土の保水性試験の [ 供試体作成方法 ] は、文字での記入としてください。チェックシステ
ムVer5.0 に誤りがありました。チェックシステムVer5.0.1より対応しています。（H17.2.18）

CH-230 不飽和土の三軸圧縮試験・土の中空円筒供試体によるねじりせん断試験の [供試体の作
成方法 ] について、チェックシステムVer.5でチェックすると、「【エラー】実数で記入され
ていません。」となりますが、要領（案）では「文字」での登録となっています。

　▶▶▶ 不飽和土の三軸圧縮試験・土の中空円筒供試体によるねじりせん断試験の [ 供試体の作
成方法 ] については、文字での記入としてください。チェックシステムVer5.0 に誤りがあり
ました。チェックシステムVer5.0.1より対応しています。（H17.2.18）

CH-231 土の繰返し非排水三軸試験について、チェックシステムVer.5でチェックすると、エラーと
なります。

 [ 飽和方法 ] について、「【エラー】実数で記入されていません。」となりますが、要領（案）
[H15.7] では「文字」での登録となっています。[ 繰返し軸差応力 ] について、「【エラー】
整数以外の記述がされています。」となりますが、小数点の場合はどうするのでしょうか。

　▶▶▶ 土の繰返し非排水三軸試験について、[ 飽和方法 ] は文字での記入としてください。また、
[ 繰返し軸差応力 ] は実数での記入としてください。チェックシステムVer5.0 に誤りがあり
ました。チェックシステムVer5.0.1より対応しています。（H17.2.18）

CH-232 チェックシステムのパッチファイルVer5.0.1（土木）を実行すると、下記のエラーが発生し、
インストールできません。

 「内部エラー 2715。 _9C9106D2AC05446AB003F7AE4AF7308B」
　▶▶▶ 現在インストールしているVer5.0 を削除し、新たに国総研ホームページよりダウンロードし

なおしたセットアップファイルVer5.0 を再インストールし、その上でパッチファイルVer5.0.1
をインストールしてください。（H17.2.1）

CH-233 電子納品チェックシステムVer5.0を使用して要領（案）[H16.6]で作成したデータをチェッ
クしたところ、[ORGnnn]フォルダ間でシリアル番号の重複があるとのエラーメッセージが
でます。

 [C-162]では、『サブフォルダが異なれば同一シリアル番号を使用して結構です』との回答
がありますが、今後のバージョンアップ時に、エラーメッセージが出ないようになるのでしょ
うか。

　▶▶▶ [シリアル番号 ] は重複しても問題ありません。チェックシステムVer5.0 ではエラーとなる
ため、修正しました。パッチファイルVer5.0.1をインストールしてください。（H17.2.1）

CH-234 電子納品チェックシステムにてチェックした結果、「XML要素内容」で工事管理ファイル
（INDEX_C.XML）の [工種 ] に次のエラーが出ます。「<工種 > 一般土木工事・・・
CORINSコードに無い記載がされています。」

　▶▶▶ 工事管理ファイル（INDEX_C.XML）の [ 工種 ] には CORINS の「工種、工法・型式」の「工
種」を記入してください。CORINS の「工種」には「一般土木工事」という記述はありま
せん。（H17.2.1）
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CH-235 ハードディスク上の成果にチェックを実行してもエラーが出ないのに、同じデータを入れた成
果品CD-Rのチェックを実行すると、下記のエラーがでました。

 「エラー表示」
 3,1,BORING\TEST\BRG0002\TS001001.XML,< 地点名 >,B-1,【エラー】こ

の項目の値は、GRANDTSTの同様の項目の値と一致しません。,GRNDTST.
XMLに、同じもしくは同じ意味の項目があります。その項目の値と同じ値を記入
してください。

　▶▶▶ チェックシステムVer5.0.1のチェックに誤りがありました。次回バージョンアップで修正し
ます。（H17.2.1）

CH-236 [CHIKEI] フォルダに格納するファイルについて、要領（案）では、ファイル形式が「拡張
DM」となっていますが、協議によりCADファイルを格納することになりました。

 次のように測量成果成果管理ファイル（SURV_CHI.XML）を記入したところエラーとなり
ます。

< 測量成果ファイル形式 >JWC</測量成果ファイル形式 >
< 測量成果ファイル名 >CHAB1001.JWC</測量成果ファイル名 >

　▶▶▶ 拡張 DMの項目については、協議により決定されていれば、拡張子が CAD のものであっ
ても問題ありません。チェックシステムVer5.0.1のチェックの一部に誤りがありましたので
次回バージョンアップ時に修正します。（H17.2.1）

CH-237 チェックシステムVer5.01でチェックすると、以下の項目がエラーになりました。
 「SURVEY\SUIJUN\SURV_SJN.XMLが存在しません。」という、エラーがでます。業

務内容には、水準測量はありません。エラーの解消方法を教えてください。
　▶▶▶ SURVEY.XML に水準測量成果格納用フォルダ名が記述されているため、当該のメッセー

ジが表示されています。水準測量の成果が存在しない場合は、SURVEY.XML に水準測
量成果格納用フォルダ名を記述するタグは必要ありません。（H17.2.16）

CH-238 「測量成果電子納品要領（案）[H16.6]」のチェック時に、「【エラー】SURVEY\
SUIJUN\SURV_SJN.XML が存在しません。」というエラーが発生してしまいます。
SURVEY.XML内の [水準測量成果格納用フォルダ名 ] の記述をしなければ、このエラー
は消えるのですが、上記がエラーとなる根拠がわかりません。要領内には記載されていない
ようです。

　▶▶▶ 測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）の項目 [ ○○格納用フォルダ名 ] は、測量デー
タフォルダ（SURVEY）以下に格納されている成果の種類および格納場所を示しています。
よって、[ 水準測量成果格納用フォルダ名 ] を記入した場合、必ずサブフォルダ（SURVEY\
SUIJUN）に測量成果管理ファイル（SURV_SJN.XML）が必要となります。（H17.2.16）

CH-239 【電通編】
 電子納品チェックシステムVer5.0で [CADファイル 工種 - 図面種類（ファイル名）-レイ

ヤ名の関連表 ] がありますが、電通編では同じような関連表は作成されないのでしょうか。
　▶▶▶ 電気通信設備編では、工種、図面種類（ファイル名）、レイヤ名に関連がないため関連表

は作成していません。（H17.2.16）
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CH-240 土の粒度試験でふるい分け試験のみだと75μm以下、つまりシルト分+粘土分の合計値
までしか算定できません。必ずしも沈降試験分析により、シルト分と粘土分の含有率を区
分する試験ばかりではないため、シルト分、粘土分を空白にしてチェックシステムVer5.0.1
でチェックすると、「粒径加積曲線 _ 粘土分 : 内容が記述されていません。」というエラー
が表示されます。どのようにすれば良いでしょうか。

　▶▶▶ 土の粒度試験において、沈降分析を実施していないため、シルト分、粘土分の値が算定
できない場合は、空白としてください。チェックシステムVer5.0.1ではエラーとなりますが、
次回バージョンで対応します。（参照 :[B-46]）（H17.2.16）

CH-241 土の繰返し非排水三軸試験データシートの登録において、[ 軸ひずみの両振幅 _コード ]
に「5」（その他）を入れると、エラーが出ます（1～ 5でなければいけません）。対処方法
を教えてください。

　▶▶▶ 土の繰返し非排水三軸試験データシートの項目 [ 軸ひずみの両振幅 _コード ] に「5」を
記入しても問題ありません。チェックシステムVer5.0.1に誤りがありました。次回バージョ
ンで修正します。（H17.2.16）

CH-242 地質調査資料整理要領（案）[H15.7] の「フォールコーンを用いた土の液性限界試験」に
おいて、データ様式でみるとデータ型は整数となっていますが、XML記入例には

<貫入量 >8.2</ 貫入量 >
 と実数で表記されており、実数の値で貫入量を入力してチェックシステムをとおすと

Ver5.0.1ではエラーになります。
 実際の測定では、貫入量が整数のみで表せる場合のほうが少ないので、どのように入力し

たらよいでしょうか。ちなみにチェックシステムVer5.0ではこのエラーは出ません。
　▶▶▶ 「フォールコーンを用いた土の液性限界試験」における「貫入量」のデータ型は実数となり

ます。要領（案）の誤りです。正誤表をご確認ください。また、チェックシステムVer5.0.1
ではエラーとなりますので、次回バージョンにて修正します。（H17.2.16）

最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/

http://www.nilim-ed.jp/
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要領 /基準共通事項

A-153、A-151、A-149、A-137、A-135、A-134、A-133、A-132、A-131、A-129、A-128、
A-127、A-126、A-125、A-123、A-122、A-110、A-109、A-108、A-106、A-99、A-96、
A-85、A-75、A-71、A-68、A-65、A-60、A-59、A-55、A-49、A-48、A-46、A-45、
A-39、A-37、A-36、A-32、A-28、A-27、A-26、A-25、A-24、A-22、A-21、A-20、A-19、
A-18、A-17、A-16、A-15、A-14、A-13、A-12、A-11、A-10、A-8、A-7、A-6、A-5、A-4、
A-3、A-2、A-1、D-111、D-97、D-77、D-49、D-48、D-25、D-24、D-23、D-22、D-21、
D-20、D-19、D-18、D-17、D-15、D-6、P-12、B-89、SU-71、CH-149、CH-120

業務協議事項

A-108、A-103、A-95、A-93、A-80、A-70、A-61、A-60、A-36、A-35、A-32、A-31、
A-25、A-24、A-23、A-5、D-79、D-74、D-71、D-65、D-60、D-58、D-53、D-52、
D-49、D-47、D-42、D-41、D-40、D-39、D-38、D-36、D-34、D-33、D-32、D-30、
D-27、D-26、D-19、D-15、D-13、D-12、CA-139、CA-136、CA-109、CA-105、CA-103、
CA-101、CA-94、CA-92、CA-91、CA-90、CA-85、CA-84、CA-81、CA-76、CA-70、
CA-69、CA-68、CA-63、CA-53、CA-47、CA-44、CA-40、CA-39、CA-37、CA-35、
CA-25、CA-18、CA-17、CA-15、CA-7、B-5、B-3、SU-11、G-13、G-10、G-9、G-7、
G-5、CH-37、CH-33、CH-27、CH-23、CH-22、CH-21、CH-20、CH-17、CH-12、CH-11

工事協議事項

A-108、A-95、A-93、A-80、A-70、A-61、A-60、A-43、A-36、A-35、A-32、A-30、
A-25、A-24、D-49、D-19、C-47、C-46、C-44、C-40、C-36、C-30、C-29、C-28、
C-26、C-24、C-23、C-9、C-1、CA-147、CA-139、CA-136、CA-131、CA-109、CA-105、
CA-103、CA-101、CA-94、CA-92、CA-91、CA-90、CA-85、CA-84、CA-81、CA-76、
CA-70、CA-69、CA-68、CA-63、CA-53、CA-47、CA-44、CA-40、CA-39、CA-37、
CA-35、CA-25、CA-18、CA-17、CA-15、CA-7、P-24、P-23、P-19、G-13、G-10、G-9、
G-7、G-5、CH-28、CH-3、CH-2、CH-1

運用関係等

A-159、A-158、A-157、A-156、A-155、A-154、A-152、A-150、A-148、A-147、A-146、
A-145、A-144、A-143、A-142、A-140、A-139、A-138、A-136、A-130、A-124、A-121、
A-120、A-119、A-118、A-117、A-116、A-115、A-114、A-113、A-112、A-111、A-107、
A-105、A-104、A-102、A-101、A-100、A-98、A-97、A-92、A-91、A-90、A-89、A-88、
A-87、A-86、A-83、A-82、A-81、A-79、A-78、A-77、A-76、A-74、A-73、A-72、A-70、
A-69、A-66、A-64、A-63、A-62、A-61、A-58、A-57、A-56、A-54、A-53、A-52、
A-51、A-50、A-47、A-44、A-43、A-42、A-41、A-40、A-35、A-34、A-33、A-29、A-9、

小分類目次
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A-1 DTDの作り方を教えてください。
　▶▶▶ DTD は国土交通省が作成し、電子納品の各要領・基準（案）の中に定めているもので、

受注者が作成するものではありません。電子成果品の作成にあたっては、各要領・基準
に規定されているDTDに基づいて管理ファイル（XMLファイル）を作成することとなって
います。（H15.6.2）

A-2 DTDとはどのようなものなのでしょうか。
　▶▶▶ DTD（Document Type Definition）とは、文書の論理構造のテンプレート的なものであり、

XML文書を構成する要素が現れる場所、順序、出現回数等の文書構造を定義したもの
です。国土交通省では、成果品を管理するために DTDを作成（例 : 業務管理ファイルなど）
しています。（H15.6.2）

A-3 XMLとはどのような技術なのでしょうか。
　▶▶▶ XML（eXtensible Markup Language）とは、SGML（Standard Generalized Markup 

Language）をインターネット上でより活用しやすくするため、1998 年 2月にW3C（World 
Wide Web Consortium）にて策定された構造化文書の基本仕様（データを記述するため
の言語）です。主な利点としては、次が挙げられます。

・意味（内容）を持ったデータ（タグ）形式
・データ構造を階層的（文書を構造化）にテキスト形式で定義できる
・拡張性の高いデータ形式
・インターネット対応

 電子納品に係わる各要領・基準（案）において、成果品を管理するための管理ファイルに
XML1.0 を採用しています。（H15.6.2）

A-4 各管理ファイルの予備に相当する項目に関しては、複数記入できますが、一般的に何回記
入することを想定しているのでしょうか。

　▶▶▶ 現在の各要領・基準（案）では、複数記入については特に制限を設けていません。各管
理ファイルの項目の特性によって記入回数が異なってくることが想定されますので、必要に
応じて記入してください。（H15.6.2）

A-5 座標は旧測地と世界測地のどちらを対応させればよいのでしょうか。
　▶▶▶ 座標の対応は次のとおりです。

（1） 「国土交通省公共測量作業規程」に基づく新規（平成 14 年 4月1日以降）の測
量作業の成果→世界測地系

（2） 上記以外→受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。なお、採用した
測地系を管理ファイルの「予備」等の項目に記入してください。（H16.2.10）

A-6 検査の効率化を図るため、管理ファイルにXSLを使用して表形式で表示するようにしても
よいでしょうか。XSLを使用する場合、管理ファイル（XMLファイル）に宣言文を記入す
ることになります。

　▶▶▶ スタイルシート（XSL）を利用することによって閲覧性が向上するため、平成16年 6月の要領・
基準（案）の改訂において、利用を認めることとしました。（H17.2.18）
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A-7 管理ファイルの空タグの記入ルールはあるのでしょうか。
 各基準案（要領案）のXML出力例で、記入内容がない場合、タグないのと、 <予備 />

というタグがあります。
　▶▶▶ 上記のいずれの場合でもXML1.0 に準拠していますので、どちらの形式を採用していた

だいても結構です。（H15.6.2）

A-8 各管理ファイルの1行目の宣言文において、空白の有無による差異がありますが、管理ファ
イルごとの出力例通りに作成する必要があるのでしょうか。

 例えば、図面管理ファイルや写真情報管理ファイルの場合、
 <?xml version=1.0 encording=Shift_JIS ?>となっており、「?」の前に半角空白があ

ります。
　▶▶▶ 各管理ファイルの1行目の宣言文（XML宣言）の文字符号化形式の宣言の後の半角空白

の有無については、上記のいずれの形式であっても問題ありません。これは、XML1.0 に
おいても厳密に規定されておらず、XML文書の正当性を検証するXML パーサにおいて
も問題なく処理されます。ただし、全角の空白はエラーですのでご注意ください。（H15.6.2）

A-9 各管理ファイルにHTMLの改行タグ<br/>を入れることは可能でしょうか。
 （例）< 業務概要 >あああああ<br/> いいいいい</業務概要 >
　▶▶▶ HTML のタグ（予約語）は記入しないようにしてください。補足ですが、各管理ファイルは、

XML 形式であり、HTML のタグ（予約語）を記入しても、一般的なブラウザではテキス
トの整形等の処理は行いません。（H15.6.2）

A-10 TECRISとCORINSの発注者コードとはそれぞれ同じものでしょうか。
　▶▶▶ TECRISとCORINS の発注者コードは同じものですが、厳密には両システムの実装して

いる発注機関コードのリリースの時期により、時点が異なる場合があります。この場合、
TECRIS の発注機関コードを利用してCORINSデータを作成すると、正常な登録ができ
ないことがありますのでご注意ください。（H15.6.2）

A-11 管理ファイルにXML1.0を採用した理由を教えてください。
　▶▶▶ XML は、データ形式の永続性が確保できることと、汎用性が高くデータベースに対する

柔軟性が優れていることから、管理ファイルに採用しています。（H15.6.2）

A-12 管理ファイルの文字符号化形式の宣言文ではShift_JISとなっているのですが、閲覧ソフ
トで閲覧しようとすると「encording が Shift_JIS 以外に設定されている」 というエラーメッ
セージが出ます。 閲覧ソフトがおかしいのでしょうか。

　▶▶▶ 宣言文の「Shift_JIS」に対し、実際のファイルの文字符号化形式の設定が Shift_JIS 以
外に設定されている可能性があります。管理ファイルを保存する際、文字符号化形式の設
定が Shift_JIS になっているか確認してください。（H15.6.2）

A-13 管理ファイルの各項目には、文字数が定義されていますが、文字数が固定しているなど、
取り決めがある項目があれば教えてください。各要領・基準（案）は、最大の文字数であ
ると解釈しています。

　▶▶▶ 固定長となる項目は以下の通りです。なお、TECRIS、CORINS に関連する項目は各シス
テムのルールに従っています。

・ 共通 :フォルダ名、ファイル名（写真ファイルを除く）
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・ 業務管理ファイル : 場所情報以下の項目
・ 工事管理ファイル : 場所情報以下の項目と発注年度、工期開始日、工期終了日
・ 打合せ簿管理ファイル : 発行日付、受理日付、完了日付
・ 図面管理ファイル : 場所情報以下の項目（詳細住所、平面直角座標を除く）、基

準点情報以下の項目（平面直角座標を除く）
・ 写真情報管理ファイル : 発注年度、工期開始日、工期終了日、撮影年月日、写

真 MIME、参考図 1～3MIME
 （H15.6.2）

A-14 管理ファイルの記入内容が固定されている項目（例 :REPORT）に対し、文字数が 127と
なっているのですが、どのように考えればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 各要領・基準（案）では、将来展開を想定し、コード等の一部の管理項目を除く管理項目では、
文字数（データ長）に余裕を持たせて規定しています。（H15.6.2）

A-15 システム開発の業務の場合、管理ファイルの場所情報には何を記入すればよいのでしょうか。
　▶▶▶ 業務内容によって、場所情報が存在、または特定することができない場合は未記入となり

ます。（H15.6.2）

A-16 DTDファイルの文字符号化形式がUnicodeになっていますが問題ないでしょうか。
　▶▶▶ 各要領・基準（案）のDTDファイルの文字符号化形式は、Unicode形式となっています。

（H15.6.2）

A-17 各管理ファイルのデータ表現が「全角文字、半角英数字」と規定している項目に全角数字
の「2」を記入してチェックしてもエラーになりません。各要領・基準（案）の規定の通り、
全角英数字は記入してはいけないと解釈した方がよいのでしょうか。

　▶▶▶ 現行のチェックシステムでは、全角英数字もエラーとならないようになっています。管理ファ
イルの一部の項目は、CORINS・TECRIS の項目と連携を図っており、両者の間で記入
規則が異なっているところがあるため、チェックシステムでは全角英数字も許容するように
しています。今後、両者の記入規則の整合が図られましたら、チェックシステムにおいて
も全角英数字はエラーになるように規定する方針としています。（H15.6.2）

A-18 電子納品で使用できる文字に関し、記号関係だけでも具体的に明示していただけないでしょ
うか。JIS X 0208 の文字と機種依存文字の区別がつかない文字があります。

　▶▶▶ 使用可能な文字一覧を公開する方向で現在検討していますので、しばらくお待ちください。
（H15.6.2）

A-19 全角文字の「+ － ± × ÷ = ≠ < > ≦ ≧ ∞ ∴」は使用できるのでしょうか。重複符号
化の原則に基づくとJISX0201に含まれる「+ - = < > 」の全角文字は使用禁止となり、
その他の全角文字は使用可能ということになるのでしょうか。または JISX0208で規定さ
れている文字から数字（0～ 9）とラテン文字（A～Z、a～ z）を除いた文字は全て使用
可能と解釈してよいのでしょうか。

　▶▶▶ 「+」「=」「<」「>」については、半角文字を使用するようにしてください。JISX0208
では、重複符号化の問題を起こす文字として英数字、大部分の記号（,.:;?! `̂  ¯_/¦（）
[]{}+=<>¥$%#&*@）をあげており、これらについては半角文字を使うこととしています。
また、片仮名については半角片仮名にいくつかの問題点があることから全角文字を使うこ
ととしています。（H15.6.2）
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A-20 使用文字について以下の記号は、全角・半角どちらを使用することになるのでしょうか。
 !  # $ % & ' ） （ = * + - , . / : ; < > ? @ ̃ ] [ ^ _ \ } { ¦
　▶▶▶ ”-”は、全角・半角のどちらも使用できます。それ以外の文字は、半角を使用するように

してください。
 ”-”（HYPHEN-MINUS）は、JIS X 0201で規定されている文字なので半角になります。

全角・半角のいずれの文字を記入してよい管理項目においては、半角の”-”（HYPHEN-
MINUS）および全角の”－”（MINUS SIGN）のどちらを記入しても問題ありません。

（H17.2.18） 

A-21 電子納品で使用できる文字を教えてください。JIS X 0208 の以下の文字は使用できるので
しょうか。

 、。・̶‐\～ _..... ‘ ’ ́ ̈ヽヾ ゝゞ 〃仝々〆〇ー‘’“”〔〕〈〉《》「」『』【】±×≠≦≧∞∴
♂♀∈⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨_ ⇒⇔∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∫∫°°C__Å‰§☆★○
●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓♯♭♪†‡¶◯

 また、「重複符号化の原則」については、混乱の原因になりますので、注意を促す記述を
補足したほうがよいと思います。

　▶▶▶ 要領・基準（案）の使用文字の定義を簡略的に説明すると次のようになります。
 ・JIS X 0201（半角文字） : 半角片仮名以外の文字は使用可能
 ・JIS X 0208（全角文字） : 全角英数字以外の文字は使用可能
 しかしながら、データの永続性を確保することを踏まえた場合、文字には重複符号化の問

題がありますので、該当する文字については、JIS X 0201（半角文字）を使用するように
してくださいと広報しています。（H15.6.2） 

A-22 ”-”（HYPHEN-MINUS）の文字は、なぜ全角・半角のどちらでも使用できるのでしょうか。
　▶▶▶ ”-”（HYPHEN-MINUS）については、重複符号に該当しない文字ですので、全角・半

角のいずれの文字を記入してよい管理項目においては、全角・半角文字のどちらでも使用
することができます。（H17.2.18） 

A-23 オリジナルファイルの作成にあたり、文字の大きさの規定はあるのでしょうか。
　▶▶▶ CAD 図面を除いては、文字の大きさの規定は設けていません。確認できる文字の大きさ

を目安に設定してください。（H15.6.2） 

A-24 使用禁止文字をイメージデータとして、オリジナルファイルに埋め込むと、見た目が汚く（粗
く）なり、発注者側での確認が困難になりそうですが、それでもよいのでしょうか。

　▶▶▶ イメージデータをオリジナルファイルに埋め込む場合、文字が確認できる解像度を確保す
るようにしてください。また、イメージデータの文字に対して、括弧書きで補足する等の方
法もあります。要領・基準（案）では、使用禁止文字を利用する場合は、ひらがなもしく
はカタカナなどの文字で表現することとしています。ただし、地名や人名で使用禁止文字
の使用がやむを得ない場合は、受発注者で協議し、オリジナルファイルにイメージデータ
として埋め込むことができます。（H15.6.2） 
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A-25 使用禁止文字をイメージデータとしてオリジナルファイルを埋め込む場合、イメージデータ
のフォーマット（TIFF、JPEG等）の規定はあるのでしょうか。

　▶▶▶ 使用禁止文字をイメージデータとしてフォーマットについては、特に規定は設けていませ
んので、一般的なフォーマットをご利用ください（事前に受発注者で協議してください）。

（H15.6.2） 

A-26 オリジナルファイルにおいて上付き文字等の文字飾りは使用できるのでしょうか。例えば、
単位を表記する場合、立法メートルは「m3」と表記、またはの 3は上添字として表記して
もよいのでしょうか。あるいは、オリジナルファイルにイメージデータとして埋め込まなけれ
ばならないのでしょうか。

　▶▶▶ オリジナルファイルにおける上添字の設定等（アプリケーション上の文字飾りの設定）に関
しては禁止していませんので、文字飾りおよびイメージデータの埋め込みのどちらも利用す
ることができます。（H15.6.2） 

A-27 オリジナルファイル中に数式を表記する場合、数式作成支援ツールを使用してもよいので
しょうか。

　▶▶▶ 数式作成支援ツールで作成した数式のオブジェクトをオリジナルファイルの中に挿入してい
ただいて結構です。（H15.6.2） 

A-28 要領（案）の使用文字では、片仮名用図形文字について説明がされており、全角を使用し
なさいと解釈できますが、ラテン文字用図形文字は次のどちらになるのでしょうか。

 （1） ラテン文字用図形文字は半角とする。
 （2） ラテン文字用図形文字は全角および半角とする。

　▶▶▶ ラテン文字用図形（アルファベットA～Z、a ～ z）は半角文字を使用してください。
（H15.6.2） 

A-29 補償業務における電子納品はどの要領・基準（案）に従えばよいのでしょうか。
　▶▶▶ 補償業務に特化した電子納品要領は未整備となっていますが、「土木設計業務等の電子

納品要領（案）」を準用するようにしてください。（H16.2.10） 

A-30 維持管理工事ですが、特記に電子納品記載がないため、電子納品する必要はないと判断し
てよいでしょうか。

　▶▶▶ 基本的に全ての業務、平成 15 年度は 6,000 万円以上、平成 16 年度は全ての工事が電子
納品の対象となります（H14 年度）。電子納品の対象業務・工事の特記仕様書に電子納品
の記載が無い場合は、発注者に確認してください。（H16.2.10） 

A-31 特定の業務（調査設計業務）について、発注者側から電子納品不要の指示があった場合は、
電子納品しなくてよいのでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省では、全ての業務を電子納品の対象としていますが、要領・基準（案）の対
象範囲外となる業務内容の場合は、受発注者間の協議の上、電子納品の有無を決定して
ください。（H15.6.2） 
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A-32 要領・基準（案）で規定されていない成果品については、受発注者で協議し、電子化の有
無を決定してもよいということでしょうか。

　▶▶▶ 要領・基準（案）で規定されていない成果品については、受発注者で協議し、取り扱い
を決定してください。（H15.6.2）

A-33 役務提供業務は電子納品の対象となるのでしょうか。
　▶▶▶ 役務業務で発注したものは、電子納品の対象となりません。（H15.6.2） 

A-34 「現場管理（施工管理）」は、電子納品の対象になるのでしょうか。
　▶▶▶ 現場管理は役務になりますので、電子納品の対象外になります。 （H15.7.14）

A-35 電子納品の対象となった業務・工事は、電子納品以外の方法では納品ができないのでしょ
うか。

　▶▶▶ 電子納品の対象業務・工事は、電子納品を実施してください。ただし、電子化が困難な
資料がある場合は、受発注者で協議し、各資料の取り扱い（電子納品、または紙による
納品）について決定してください。（H15.6.2） 

A-36 共通仕様書等にはすべての書式が明記されているのでしょうか。
　▶▶▶ 共通仕様書では書式は定められていません、発注者の指示に従ってください。（H15.6.2）

A-37 電子納品に関する要領・基準（案）が包含する範囲はどのように線引きされ、あるいは重
複しているのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品運用ガイドライン（案）に範囲を示しています。（H15.6.2）

A-39 CD-Rのラベルに関して、直接印字する場合のラベル色は白でなければならないのでしょう
か。シルバーやゴールドなどでもかまわないでしょうか。

　▶▶▶ CD-Rのラベルの色の規定は特に設けていません。白のラベルを貼り付けるのが一般的
ですが、ラベルに記載すべき内容が確認できるラベル色であればとくに問題ありません。

（H15.6.2）

A-40 Q&Aの掲載内容は、要領・基準（案）と同様の規定（ルール）という位置づけなのでしょうか。
　▶▶▶ Q&Aでは、電子納品の運用において出てきた事業関係者からの質問・疑問をメールにて

受け付け、その回答をWebにて公開しています。当サイトで公開している内容は参考情報
ですので、最終的には受発注者で協議して決定してください。（H15.6.2）

A-41 成果品のひな形（サンプル）を公開していただけないでしょうか。
　▶▶▶ 成果品のひな形を公開する方向で検討していきます。（H15.6.2）

A-42 同じ国土交通省の中でも、港湾局においては電子納品に関する独自の基準やガイドライン
を設けているようですが、統一化あるいは合冊化するようなことを考えていただけないでしょ
うか。

　▶▶▶ 成果品電子化検討小委員会等の場を活用しながら対応を図っていきます。（H15.6.2）
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A-43 発注者の情報共有システムを利用して受発注者間で「打合せ簿等」をやり取りした各書類は、
電子納品の対象になるのでしょうか。

　▶▶▶ 打合せ簿は電子納品の対象となりますので、電子媒体に格納して納品してください。
（H16.2.10）

A-44 情報共有システムを利用した場合、打合せ簿の鑑部分はシステム上のデータベースとして処
理されていることがあります。この場合、受注者が独自に作成してきた打合せ簿などの電子
成果品との整合性が確保できなくなりますがよいのでしょうか。

　▶▶▶ 現在実験段階であるため明確な方針を提示していませんが、業務・工事の着手段階にお
いて受発注者で協議し、書類の取り扱いを決定するようにしてください。（H16.2.10）

A-45 CD-Rのディスク容量には 650MB、700MBなどがありますが、どの容量のCD-Rを使っ
てもよいのでしょうか。

　▶▶▶ CD-Rの容量に関しては特に規定を設けていませんので、どの容量の CD-Rを使用してい
ただいても結構です。（H16.2.10）

A-46 電子納品する際に添付する電子媒体納品書がありますが、その様式はどこにあるのでしょう
か。ホームページ上からダウンロードできるようにしていただけないでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体納品書は、「電子納品運用ガイドライン」および「現場における電子納品に関する
事前協議ガイドライン（案）[ 土木設計業務編 ]」において示されているのみです。今後、ホー
ムページから雛形が入手（ダウンロード）できるよう整備していきます。（H16.2.10）

A-47 電子納品に利用するパソコンの推奨仕様についてですが、基準となる目安みたいなものは
公表していないのでしょうか。

　▶▶▶ パソコンの推奨仕様としては、チェックシステムの推奨環境およびガイドラインにて検査時
の機器環境を公表しています。利用するパソコンは、一般のワープロソフトや表計算ソフ
トの利用、またはCADソフトおよび写真管理ソフトの利用など、用途によって仕様が変わっ
てきますので、用途に応じたパソコンを準備するようにしてください。（H16.2.10）

A-48 CD-Rのボリュームラベルのつけ方については何か規定があるのでしょうか。
　▶▶▶ ボリュームラベルの規定は設けていません。（H15.6.2）

A-49 ISO9660Level1では、漢字を使用できないのと、時代遅れのように感じますがいかがでしょうか。
　▶▶▶ 要領・基準（案）では、データの永続性を最大限確保するために、ISO9660Level1を採

用しています。各フォルダの内容については、管理ファイルに記載することとなっており、
内容が確認できます。（H15.6.2）

A-50 各地方自治体によって電子媒体（CD-R）に関する規定が異なります。
（1）今後、統一される可能はあるでしょうか。ある場合、どのような単位で統一となる

のでしょうか（県単位、市単位、工事の種類単位など）。
（2）現状は、各地方自治体にまかされているのでしょうか。
（3）発注者へのCD-Rフォーマットの確認は必要でしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体（CD-R）の規定については、各地方自治体で規定を設けていますので、各地方
自治体にお問い合わせください。要領・基準によって、CD-Rフォーマットの規定が特に
ない場合は、各地方自治体へ確認する方がよいと考えられます。（H15.6.2）
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A-51 地方自治体によりCD-Rのラベルの規定が異なりますが、直接CD-Rに印刷することを推
奨しているのでしょうか。

　▶▶▶ CD-Rのラベルへの記載内容は、各地方自治体で規定を設けている可能性がありますので、
各地方自治体にご確認ください。国土交通省では、シールの貼り付け、直接印刷のどち
らでも結構です。（H15.6.2）

A-52 通常、国土地理院の地図を利用する場合、業務着手時に地図利用の申請手続きを行いま
すが、電子納品の場合は地図をスキャニングする必要があるので、電子納品のための地図
利用申請手続きが別途必要となるのでしょうか。

　▶▶▶ 地図の利用申請については、従前と同様に業務着手時に申請許可を取っていただくように
なります。（H15.6.2）

A-53 電子納品に関する要領・基準（案）のPDFファイルの複製・再配布には何か制約がある
のでしょうか。

　▶▶▶ 特に制約等は設けていません。（H15.6.2）

A-54 電子納品支援ソフトを開発・販売しているのですが、要領・基準（案）をソフトから閲覧で
きるようにしたいのですが、よろしいでしょうか。

　▶▶▶ 要領・基準（案）の全部または一部をそのまま引用することについては特に制限を設けて
おりませんのでご利用ください。なお、その際には「出典先 : 国土交通省」と明記してく
ださい。（H15.6.2）

A-55 電子媒体（CD-R）のラベルへの下側は、罫線に囲まれていますが、この罫線は必ず必要
なのでしょうか。また、発注者・受注者の表記は、電子媒体（CD-R）の中心下に明記さ
れていますが、中心上の作成年月の下に明記してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体に貼るラベルの記載内容としては、要領・基準（案）に示す情報が記載されてい
ることが必須となります。CD-Rのラベルの下部の四角囲いの罫線は、表記ルールとして
定めていますので、要領・基準（案）に示す体裁に準拠して作成してください。（H15.6.2）

A-56 電子媒体（CD-R）のラベルの文字の大きさを約 6ポイントにしたところ、小さくてだめと
発注者からの指摘がありましたが、だめでしょうか。

　▶▶▶ 文字の大きさについては、特に規定を設けていませんが、記載事項が確認できるようにし
てください。ラベルに表記できる最大の文字の大きさにすることを推奨します。（H15.6.2）

A-57 CALS/EC 研修用のテキストとして、要領・基準（案）を引用する場合、引用箇所ごとに「出
典先 : 国土交通省」と明記する、または、参考文献として1箇所に明記すればよいのでしょ
うか。

　▶▶▶ 引用箇所ごとに「出典 : 国土交通省」と明記するようにしてください。（H15.6.2）

A-59 「土木設計業務等の電子納品要領（案）」と「工事完成図書の電子納品要領（案）」で規定
しているフォルダ以外は作成してはいけないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）で定めているフォルダ構成が原則となります。しかし、各業務・工事の個別
の理由により、要領（案）で定められているフォルダに該当しない資料（検査等で一時的
に必要となる資料）を電子媒体に格納する場合は、ルート部（INDEX_D.XMLまたは
INDEX_C.XML が格納されている箇所）にフォルダを設けて資料を格納するようにしてく
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ださい。ルート部以外は要領（案）で定められたフォルダ構成としてください。なお、フォ
ルダ名およびファイル名は 8 文字以内にしてください。（H15.6.2）

A-60 検査等で一時的に必要となる資料を電子媒体（CD-R）のルートにフォルダを設けて格納し
た場合、検査後にファイルを削除できないので、別媒体に資料を格納するようにしてはどう
でしょうか。

　▶▶▶ 検査等で一時的に必要となる資料については、（1）電子媒体のルートに格納する、（2）別
媒体に格納する、ケースが挙げられます。これらの取り決めについては、事前に受発注者
で協議し、決定するようにしてください。（H15.6.2）

A-61 電子納品対象業務・工事で、全成果品を電子化することが可能なのですが、発注者から紙
媒体による報告書の提出（製本を要求することもある）も指示されることが多数ありますが、
問題にならないのでしょうか。また、報告書製本費用を積算してもよいのでしょうか。 

　▶▶▶ 現在、電子納品への過渡期であるため、各業務・工事において運用に若干のばらつきが
あると認識しています。今後、実態を把握しながら、運用の統一を図っていきます。各業
務・工事においては、事前に受発注者で協議し、紙媒体による報告書の準備等を決定し
てください。（H15.6.2）

A-62 当社のホームページのリンク先に「電子納品に関する要領・基準 」のホームページを掲載
させていただきました。不都合がありますでしょうか。

　▶▶▶ 当ホームページのリンクについては、特に制限を設けていませんので、リンク設定していた
だいて結構です。（H15.6.2）

A-63 帳票様式の統一化を推進しているようですが、受注者の創意工夫の余地として自由に編集
してもよいのではないでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省では、公共事業で流通する情報の高度利用を図るため、CALS/ECを推進し
ています。これを実現するには、不統一となっている事項について整理し、標準化を行う
必要があります。この取り組みのひとつとして、受注者の利便向上のため帳票様式の統一
化を行っています。（H16.2.10）

A-64 営繕系と土木系の電子納品要領（案）を比べると管理ファイル、フォルダ構成、CD-Rのフォー
マットレベル、納品範囲、CADファイル形式などが異なっています。これらについて将来
的には整合をとるのでしょうか。

　▶▶▶ 営繕系と土木系では工事の内容も異なるので今後の検討課題とさせていただきます。
（H15.6.2）

A-65 ISO9660フォーマット（レベル1）とはどういうものなのでしょうか。
　▶▶▶ ISO9660 は、国際標準化機構が策定した CD-ROM 用ファイルシステムの規格です（日本

工業規格では JIS X 0606）。ISO9660 では、ファイルとディレクトリに関する規定につい
て 3 段階のレベルを設けています。レベル1では、ファイル名を8 文字以内、拡張子を3
文字以内、ディレクトリ名を8 文字以内と規定されています。（H16.2.10）
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A-66 工事用写真のソフトをダウンロードしたいのですが、どこでダウンロードしたらいいのでしょうか。
　▶▶▶ 国土交通省では、中部地方整備局においてデジタル写真管理情報基準（案）（平成11年8月）

に準じた写真閲覧ソフトを公開しています（http://www.cbr.mlit.go.jp/kenchiku/photo/
photo.html）。その他のソフトウェアについては、各ソフトベンダーへお問い合わせください。

（H16.2.10）

A-68 スキャナの解像度について、画像が確認できればよいとなってますが、最低条件の解像度
は規定されていないのでしょうか。

　▶▶▶ スキャニングする資料によって、必要とされる解像度が異なってくることが想定されますの
で、特に解像度の数値は明示していません。各資料に示されている必要情報が確認する
ことができる解像度を目安としてスキャニングしてください。（H15.6.2）

A-69 竣工検査時は、パソコンを準備して検査を行うこととなっていますが、実際のところは紙に
よる提出ではないでしょうか。

　▶▶▶ CALS/ECを推進するためにも電子データで検査を行うことを原則としています。検査時
の印刷物の準備は、原則として発注者が行うこととなっています。詳しくは、「現場におけ
る電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）土木工事編」、ならびに「電子納品運用ガ
イドライン（案）」をご覧ください。（H16.2.10）

A-70 要領・基準（案）等が改訂された場合、いつから基準等の適用となるのでしょうか。発注
者との協議で決めていいのでしょうか。

　▶▶▶ 要領・基準（案）の改訂については、国土交通省の報道発表資料のページで公開されます。
適用は、要領・基準（案）の公表以降発注する工事、業務を原則としますが、適用時期
が報道発表資料に明示している場合もありますのでご確認ください。（H15.6.2）

A-71 電子納品に関する事前協議を行っていません。必ず電子納品に関する事前協議を行わなけ
ればならないのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品に関する事前協議を行わなければ、様々なトラブルの基になりますので、必ず行
うようにしてください。事前協議に関する留意点等をまとめた「現場における電子納品に関
する事前協議ガイドライン（案）」を当ホームページにて公開していますのでご覧ください。 

（H16.2.10）

A-72 電子成果品の作成等に関する資料はどこで入手できるのでしょうか。
　▶▶▶ 電子成果品の作成に関する資料等については、（財）日本建設情報総合センターをはじ

めとする財団法人や社団法人のホームページにおいてダウンロードすることができます。
（H15.6.2）

A-73 電子納品の講習会が全国規模で実施されていますが、今後もこのような講習会を継続して
実施していくのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品に関する講習会については、その必要性、予算等を勘案しつつ今後も実施する
方向で考えています。（H15.6.2）

A-74 電子納品のデータの原本性確保についての方法は確立しているのでしょうか。
　▶▶▶ 現在、国土交通省では、電子データの原本性の確保に関する検討・実証実験を実施して

います。（H15.6.2）

http://www.cbr.mlit.go.jp/kenchiku/photo/photo.html
http://www.cbr.mlit.go.jp/kenchiku/photo/photo.html
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A-75 電子納品の電子媒体はMOでもいいのですか。国土交通省ではCD-Rのみしか認めてな
いのでしょうか。国土交通省の方針と各地方自治体での提出する電子媒体の違いはあるの
でしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）[H13.8] では、電子媒体を CD-R、または MOとしています。しかし、原本性
の担保や電子署名等の関係から当面は電子媒体を CD-Rのみとしています。詳細は、「電
子納品運用ガイドライン（案）」をご覧ください。各地方自治体の電子納品の対応について
は、各自治体のホームページや窓口にお問い合わせください。（H17.2.18）

A-76 共通仕様書や特記仕様書に記載されている『文献抄録と地質データのフロッピーディスク作
成・提出』は実施しなくてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 平成 14 年 1月末に、【文献抄録と地質データの『フロッピーディスク作成・提出』は共に
廃止し、今後は電子納品要領による電子成果品を発注機関へ提出する】ことになってい
ます。個々の業務におけるフロッピーディスク提出の廃止時期については、発注機関担当
者にお問い合わせください。（H16.2.10）

A-77 都道府県や市町村が電子納品を実施するのはいつ頃になるのでしょうか。
　▶▶▶ 各都道府県および各市町村の計画によって電子納品の実施時期は異なってくることが想定

されます。地方自治体の CALS/EC 推進のスケジュールの目安としては、「CALS/EC 地
方展開アクションプログラム（全国版）」で示されている年次計画が参考になります。詳細
は各地方自治体へお問い合わせください。（H15.6.2）

A-78 2004 年には国土交通省直轄事業すべてが電子納品の対象とありますが、予定の変更はな
いですか。

　▶▶▶ 電子納品対象工事は段階的に拡大させる予定となっており、現時点では、2004 年度に国
土交通省の全直轄事業が電子納品の対象となる予定としています。（H16.2.10）

A-79 GIS 地理情報についての電子納品要領は整備されているのでしょうか。
　▶▶▶ GIS 地理情報のみを対象とした要領（案）は策定していませんが、関連する要領として測

量成果電子納品要領（案）を策定しています。（H15.6.2）

A-80 ファイル命名規則で拡張子3文字となっていますが、拡張子 4文字となるソフト（杭の設計
計算等）は使えなくなるのでしょうか。

　▶▶▶ ファイル形式によって拡張子が 4 文字になる場合は、受発注者で協議し、対処法を決定
してください。対処例としては、圧縮ファイルにして電子媒体に格納する等があります。ま
た、拡張子 4文字のファイルをCD-R へ格納する際は、フォーマット形式（ISO9660level1
準拠が原則）についても受発注者で協議の上、決定してください。（H15.6.2）

A-81 電子納品・保管管理システムは、将来的に図面データをダウンロードして利活用できるよう
にするとされていますが、写真や施工計画書などは対象外なのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品・保管管理システムでは、現在、写真や施工計画書について対象外となっていま
す。電子媒体の保管場所の管理を行ってります。これらのデータは、電子納品・保管管理
システムで保管場所を検索し、CD-Rを直接参照することとしています。（H15.6.2）
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A-82 電子納品・保管管理システムについて、システムの機能と国土交通省での導入予定、地方
自治体への展開予定、地方自治体へ導入する場合どの程度の機能変更が必要なのか教えて
ください。

　▶▶▶ （1）システムの機能
 納品された電子成果品（CD-R）から、管理ファイルおよび報告書（PDFファイル）、CAD

図面（P21ファイル）をシステムへ登録し、業務や工事の概要、報告書の閲覧、CAD 図
面のダウンロード、電子成果品（CD-R）の保管場所の確認を行うことが可能です。なお、
工事・業務の途中段階での受発注者間の情報共有を行う機能はありません。

 （2） 国土交通省での導入予定および地方展開の予定
 電子納品・保管管理システムは国土交通省にて平成 14 年 1月より導入を順次開始してい

ます。地方公共団体においては、コードの変更を行えば導入可能になる予定です。
 （3）地方自治体へ導入する場合の機能変更の必要性について
 地方自治体において、国土交通省の電子納品要領（案）をそのまま利用するのであれば、

機能変更の項目としては、発注者コードの変更、受注者コードの変更を行うことにより利
用可能となります。ただし、地方自治体で要領（案）を変更された場合、別途機能変更が
必要となってきます。

 （H15.6.2）

A-83 国土交通省ではCALS/ECを推進し、「電子納品」「図面から自動数量拾い出しを可能」
を実現するとなっていますが、以下のような検討・試行の事例はあるでしょうか。

・ 発注者は当該工事を年度に分けて発注するために報告書の数量計算書の電子情
報（表計算ソフト等オリジナルファイル）を最小限修正するのみで計算も自動的に
処理することができる。

・ 積算システムの入力データへの自動変換システム作成によりさらに省力化できる。
　▶▶▶ 国土交通省では、積算時の数量拾い出し作業を軽減するため、新土木工事積算大系の

工事工種体系に沿った数量集計の様式として「土木工事数量集計表様式（案）」を整備し、
平成 11年度より直轄事業の土木詳細設計業務において本格的な活用に取り組んでいま
す。また、CADデータからの自動数量拾い出しは、CADデータ交換標準（SXF）の開発ニー
ズの高い分野と考えられますので、建設情報標準化委員会（CAD データ交換標準小委員
会）において開発可能性を検討する予定です。（H15.6.2）

A-85 ファイルの命名規則では拡張子を半角英数大文字と定義していますが、拡張子を大文字に
しないといけない明確な理由はあるのでしょうか。Windows系のOSによっては、拡張
子が自動的に小文字になることがありますので、拡張子を再入力しないといけません。

　▶▶▶ 要領・基準（案）では、CD-RフォーマットをISO9660レベル1と定めているため、ファ
イル命名規則においても、この思想を採用しています。参考までに、大半の電子媒体（CD-R）
書き込みソフトは、ISO9660レベル1の設定にすると、8.3 形式の小文字のファイル名を自
動的に大文字のファイル名に変換してファイルを電子媒体に書き込む機能を持っています。

（H15.6.2）

A-86 電子納品に対応できない事業者は入札資格が無くなるのでしょうか。
　▶▶▶ 電子納品に対応できない事業者の入札資格はなくなりませんが、電子納品を行う業務・工

事は特記仕様書に電子納品が明記されますので、電子納品に対応できないと契約の不履
行になります。自社で電子納品の対応ができない場合、電子納品の支援業者と協力して対
応する方法があります。（H15.6.2）
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A-87 電子納品の適用範囲は、順次拡大となっていますが、電子納品の対象となった場合、電子
納品は義務なのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品の対象業務・工事となった場合は、特記仕様書に電子納品が明記、その実施が
義務づけられます。（H15.6.2）

A-88 会計検査には電子媒体（と非電子媒体を併用すること）により対応するのでしょうか。
　▶▶▶ 電子媒体により対応することになりますが、検査官の要求により一部を準備することはあ

りえます。その場合は、発注者の責任により出力することになります。（H15.6.2）

A-89 完成（完了）検査において、停電やパソコン等の機器の故障など不慮の事故により検査が
うまくいかなかった場合、受注者に対する評価にはどのように影響するのでしょうか。

　▶▶▶ 書類検査を行うための準備（検査用機器、印刷物等）は、原則として発注者が行います
ので、パソコン等の機器の故障や停電した場合等不慮の事故については評価に影響しま
せん。（H15.6.2）

A-90 適用する要領・基準（案）がない場合、電子成果品の作成について協議するにはどのよう
な選択肢があるのでしょうか。

　▶▶▶ 適用可能な要領・基準（案）が全くない場合は、従来通りの紙媒体で提出することになり
ます。ただし、電子データがある場合は、電子媒体に格納して納品することを推奨します。

（H15.6.2）

A-91 非電子媒体で提出する部分の記録は電子成果品のどこ記載すればよろしいのでしょうか。
　▶▶▶ 管理ファイルに [ 受注者説明文 ][ 請負者説明文 ]という項目を定めており、受注者側で各

資料につける説明を記入するために利用するものなので活用してください。（H15.6.2）

A-92 協議の結果、紙媒体（非電子媒体）での納品となった資料は、どのように保管すればよい
のでしょうか。従来の成果品と同様と考えてよいのでしょうか。

　▶▶▶ 従来同様に成果品を保管をしてください。（H15.6.2）

A-93 協議の結果、紙媒体（非電子媒体）での納品となった資料は、どのような形で提出すれば（を
求めれば）よいのでしょうか。これまでの黒金製本、マイラー原図等になるのでしょうか。

　▶▶▶ 紙媒体による提出の形態については、受発注者で協議し、決定してください。（H15.6.2）

A-95 ワープロファイルに貼り付けた図や表などのオリジナルファイルも納品すべきなのでしょうか。
　▶▶▶ 受発注者で協議し、提出の必要があると判断したファイルを納品してください。（H15.6.2）

A-96 数量計算書の中の数量総括表は、A3もしくはA4の横になっていますが、PDFファイル
でも横のままで良いのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、特に制限を設けていません。（H15.6.2）

A-97 数量総括表のしおりはどのようにつければよいのでしょうか。工種種別などまでつけるとな
ると、大量になるので見本があれば教えてください。

　▶▶▶ 目次と同じ章、節、項（見出しレベル1～3）までの各項目を作成してください。PDFファ
イルのしおりの設定については、「土木設計業務等の電子納品要領（案）[H13.8]」の付属
資料 5、「土木設計業務等の電子納品要領（案）[H16.6]」P12 に記載しています。（H17.2.18）
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A-98 全ての情報をXML化すれば、将来的にはオリジナルファイルの必要性がなくなり、発注
者側はビューワツール、受注者側は、編集ツールという形になるのでしょうか。

　▶▶▶ 例えば、全ての帳票類が XML 化されれば、専用ソフトで作成したオリジナルファイルの
必要はなくなります。ただし、発注者も編集を行うので、編集ツールは必要と考えられます。

（H15.6.2）

A-99 CAD図面等の著作権についてはどのように考えているのでしょうか。電子成果品を他業者
に2次利用されることを危惧する傾向があるようです。

　▶▶▶ CAD 図面等は、同一事業において利用するために電子納品させるもので、著作権法等に
触れることの無いよう取り扱いますが、今後、利用方法の拡大等も考えられますので、引
き続き検討を行っていきます。（H15.6.2）

A-100 DTDファイルを閲覧するソフトを教えてください。
　▶▶▶ DTDファイルの文字符号化方式は、Unicode 形式のUTF16となっています。この文字

符号化方式を実装するソフトウェアは、OS やアプリケーションによって実装状況が異なり
ますが、OS に標準インストールされているエディタ、またはワープロソフトを用いて閲覧す
ることができます。（H15.6.2）

A-101 現在の電子納品の基本OSをWindowsとしていますが、今後、他のOS（アップル、リナッ
クス等）についてはどのように展開していくのでしょうか。

　▶▶▶ 電子納品は、電子成果品の永続性を確保するため、特定のプラットホームやアプリケーショ
ンに依存しない方針としているとともに、各ファイルフォーマット形式についても国際規格、
オープンソースのものを採用しています。今後も、この思想の下に、整備を図っていくこと
としています。（H15.6.2）

A-102 PDFファイルは、Acrobat Readerで閲覧できればいいとなっていますが、バージョンに
関しての規定はないのでしょうか。

　▶▶▶ 要領（案）では、Acrobat Readerで閲覧できればいいとは明記しておりません。PDFファ
イルの仕様に満たしていればよいので、ソフトウェアに関する規定は特に設けておりません。
また、バージョンの規定は設けていません。（H15.6.2）

A-103 河川水辺の国勢調査では、使用ソフトウェアが義務付けられており、出力されたファイルの
文字が使用禁止文字の半角片仮名になってしましますが、よろしいでしょうか。

　▶▶▶ 使用ソフトウェアが義務付けられている場合は、受発注者で協議し、そのソフトウェアで
定められた文字の使用を決定してください。（H15.6.2）

A-104 業務・施工中の書類の取り扱いは、電子メール利用と情報共有システム利用の場合があり
ますが、情報共有システム利用の場合は自社でサーバを購入する必要があるのでしょうか。
または外部の情報共有システム（ASP）を用いて管理するのでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省では、現在一部の工事で地方整備局の局内システムまたは ASPを用いた情報
共有を行っています。業務・工事中における受発注者の書類の共有を目的とした情報共有
システムを整備することは義務付けられていません。（H15.6.2）
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A-105 電子成果品は検査日に必要なのでしょうか。検査前日まで検査書類を作成することは多々
ありますが、この場合どのようにするのか、責任はどこにあるのかよくわかりません。

　▶▶▶ 電子成果品は検査日までに提出する必要があります。検査に利用する紙媒体の資料につ
いては、事前に受発注者間で協議し、決定しておく必要があります。（H15.6.2）

A-106 文章の作成で用いる句読点は決まっているのでしょうか。一般に縦書きの句読点は「。」「、」
を使用しますが、横書きは、技術文章や学会等の論文原稿の作成要領では、句点は「.」
または「。」、読点は「,」を使用することになっています。電子納品の報告書等の文章は、
どちらの句読点を使用すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 句読点に関しては特に規定を設けていませんので、上記のどちらを用いても結構です。
 [ 補足 ]
 厳密に言うと、「公用文の作成要領（S.27年 内閣通知）」では、句読点を「。」「,」として

いますが、慣例的に様々な組み合わせが利用されています。（H15.6.2）

A-107 「電子納品」の反対語についてお教えください。「従来の紙による納品」、「紙面による納品」、
「ペーパー納品」という用語ががありますが統一化を図りたいと考えています。

　▶▶▶ 電子納品の反対語は特に定義していません。（H15.6.2）

A-108 管理ファイルの作成にあたり、XML1.0 によると予約文字の '（アポストロフィー）、（引用符）
は、属性値以外ではそのまま使用できますので、実体参照を用いずにそのまま使用してもよ
ろしいでしょうか。

　▶▶▶ XML1.0 の規約に準拠していただければ結構です。（H15.6.2）

A-109 管理ファイル（INDEX_D.XML）の作成方法が分かりません。作成例または作成するため
のソフトウェアがあれば教えてください。

　▶▶▶ 管理ファイル（INDEX_D.XML）の作成例については、各要領・基準（案）の付属資料
に示されています。また、サンプルファイルについては、http://www.nilim-ed.jp/calsec/
dtdxml.htmでダウンロードすることができます。市販ソフトウェアについては、各ソフトベ
ンダーにお問い合わせください。（H16.2.10）

A-110 DTDファイルは各要領・基準（案）に記載されているものを編集せずに、指定のフォルダ
に格納すればよいのでしょうか。

　▶▶▶ DTDファイルは編集せずに、各要領・基準（案）の規定とおり各フォルダに該当するDTDファ
イルを格納してください。DTDファイルは、http://www.nilim-ed.jp/calsec/dtdxml.htm
から入手することができます。（H16.2.10）

A-111 電子納品の実施計画は当初通りということで変わりはないのでしょうか。
　▶▶▶ 現在のところ電子納品の実施計画は当初の予定通りとしています。詳しくは http://www.

nilim-ed.jp/calsec/schedule.htmをご覧ください。（H16.2.10）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/dtdxml.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/dtdxml.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/dtdxml.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/schedule.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/schedule.htm
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A-112 当機関では、電子納品の実施に向け、国土交通省策定の要領・基準（案）を参考に当機
関の要領・基準（案）を策定したいと考えておりますが、文書等の流用にあたっての著作権
の取扱いについては、どのように判断して処理すべきでしょうか。要領・基準（案）の策定
にあたっては、国土交通省の要領・基準（案）の文書および図表をそのまま利用したいと
考えており、当機関独自の項目は設ける予定はありません。

　▶▶▶ 電子納品に係わる要領・基準（案）は、http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htmで
公開していますのでご利用ください。内容の異なった要領・基準（案）の併存による受注
者の混乱・負担を回避するため、可能な限り、そのままご利用いただくことを推奨します。

（H17.2.18）

A-113 電子データ交換ガイドブックは、インターネット上で配信されているのでしょうか。
　▶▶▶ 電子データ交換ガイドブックは、（財）日本建設情報総合センターのホームページからダウ

ンロードすることができます。http://www.cals.jacic.or.jp/をご覧ください。（H15.6.2）

A-114 このホームページ以外に電子納品に関する詳細な資料となる書籍等は出版されているので
しょうか。

　▶▶▶ 国土交通省における電子納品に係わる情報は、当ホームページにて公開しています。また、
電子納品、ならびにCALS/EC に関する資料については http://www.cals.jacic.or.jp/を
ご覧ください。（H15.6.2）

A-115 電気設備と建築工事の電子納品要領（案）の整備状況を教えてください。
　▶▶▶ 建築工事については、官庁営繕部より電子納品要領（案）が策定されており、平成 13 年

4月から実施しています（http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/cals/cals.htm）。電気通
信設備の電子納品要領（案）については、平成 15 年 7月に策定されており、当ホームペー
ジで要領（案）を公開しています。（H16.2.10）

A-116 港湾 CALSのホームページで、港湾CALSアクションプログラムが平成 13 年 11月5日
付に改訂され、電子納品が 1年前倒しになりましたが、旧建設省のCALS/ECアクション
プログラムも同様に1年前倒しされると聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか。
資料等がホームページで掲載されていますでしょうか。

　▶▶▶ 国土交通省（旧建設省）直轄事業の電子納品の計画は http://www.mlit.go.jp/tec/it/
cals/kyotsu.htmlをご覧ください。

 国土交通省の CALS/EC アクションプログラムの最新版は、http://www.nilim-ed.jp/
calsec/schedule.htmをご覧ください。（H16.6.16）

A-117 電子納品の実施を踏まえ、今後の納品物はどのような形態（イメージ）になるのでしょうか。
　▶▶▶ 成果物としては、次の 3 通りが想定されます。また、納品物イメージは、http://www.

nilim-ed.jp/qa_sys/admin/ref/edimage.htmをご覧ください。
（1）電子媒体のみ
 要領・基準（案）に則して作成した電子成果品を納品する。

（2）電子媒体と紙
 要領・基準（案）に則して作成した電子成果品と、電子化が困難な資料は紙媒

体による成果品として納品する。成果品の中で、電子化した資料と紙媒体の資
料をわかるようにするための一覧を作成し、紙媒体の成果品の鑑に添付する。

（3）紙のみ

http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htm
http://www.cals.jacic.or.jp/
http://www.cals.jacic.or.jp/
http://www.mlit.go.jp/tec/it/cals/kyotsu.html
http://www.mlit.go.jp/tec/it/cals/kyotsu.html
http://www.nilim-ed.jp/calsec/schedule.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/schedule.htm
http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/ref/edimage.htm
http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/ref/edimage.htm
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 要領・基準（案）が未整備等の理由により、電子納品が困難な場合は、紙媒体
の成果品を納品する。ただし、電子データの資料がある場合は、電子データを
電子媒体に格納し、紙媒体の成果品と併せて納品する。 （H15.6.2）

A-118 電子納品の流れを体験できるようなホームページはないのでしょうか。
　▶▶▶ （財）日本建設情報総合センターのホームページでは、電子納品、電子入札の体験が行え

ます（http://www.jacic.or.jp/taiken/index.html）。また、各地方センターでは、PPI（入
札情報サービス）・電子入札・電子納品の 3 つのシステムのチュートリアル、更にデジタル
写真体験なども行えます。（H16.2.10）

A-119 官庁営繕事業に係る電子納品要領（案）に「建築設備CAD図面作成要領（案）」、「建築
CAD図面作成要領（案）」および「工事写真の撮り方（建築編・建築設備編）」によると
記載してありますが、発行先、入手先を教えていただきませんか。

　▶▶▶ （1）「建築 CAD 図面作成要領（案）」および「建築設備 CAD 図面作成要領（案）」は
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/cals/cals.htmをご覧ください。

 （2）「工事写真の撮り方（改訂第 2 版）」は建築編と建築設備編とがあり、国土交通省大
臣官房官庁営繕部監修の工事共通仕様書に基づいて構成されており、工事の現場におい
て、技術者が各施工段階における状況を記録写真として撮影する際の手引きとして、撮
影のポイント、注意事項を施工の順序に従ってわかりやすく解説したものです。

 本書は、平成 10 年 5月に改訂を行い、デジタルカメラ等電子媒体について追記されました。
ご照会の「工事写真の撮り方（改訂第 2 版）」（建設大臣官房官庁営繕部監修）は、社団
法人公共建築協会（http://www.pba.or.jp）が編集しているものです。連絡先は次のとお
りです。

 社団法人公共建築協会（〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-7-20 平河町辻田ビル
 TEL.03-3234-6265（代）FAX.03-3239-3786
 （H15.6.2）

A-120 講習会やセミナーの開催予定と内容はどこで知ることができるのでしょうか。
　▶▶▶ CALS/EC に係わる講習会・セミナーの案内については、（財）日本建設情報総合センター

のホームページ（http://www.cals.jacic.or.jp/）にて案内しています。（H15.6.2）

A-121 旧運輸省系の業務・工事（港湾事業や空港事業）も同様に電子納品の対象となるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 港湾事業に関する電子納品の計画は http://www.ysk.nilim.go.jp/cals/index.htmをご覧
ください。（H15.6.2）

A-122 CD-Rへデータを書き込む際、「マルチセッション（トラックアットワンス、セッションアッ
トワンス）」と「ディスクアットワンス」が一般的ですが、電子納品の場合は、再書込みが
できない「ディスクアットワンス」でよいのでしょうか。

　▶▶▶ CD-R への書き込みは、「ディスクアットワンス」を用いてください。（H15.6.2）

A-123 各管理ファイルのデータ表現が「全角文字」と指定されている項目は英数文字（全角半角
問わず）は記入不可になるということでしょうか。

　▶▶▶ 各管理ファイルのデータ表現が「全角文字」のみと指定されている項目は、英数文字は記
入することができません。ただし、TECRIS・CORINS に関係する項目については、各シ
ステムの記入規則に準じて記入してください。（H15.6.2）

http://www.jacic.or.jp/taiken/index.html
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/cals/cals.htm
http://www.pba.or.jp
http://www.cals.jacic.or.jp/
http://www.ysk.nilim.go.jp/cals/index.htm
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A-124 CD-Rのフォーマット形式にJOLIETを採用してもよいのでしょうか。
　▶▶▶ 要領（案）では、ISO9660レベル1と規定していますので、JOLIETは使用できません。

（H15.6.2）

A-125 電子納品に関するソフトウェアはどこで入手できるのでしょうか。ホームページからダウン
ロードできるのでしょうか。

　▶▶▶ 電子成果品の作成で利用するソフトウェアについては、各ソフトベンダーにお問い合わせく
ださい。当サイトでは、電子成果品の正当性を検証するチェックシステムと、CAD 図面を
閲覧するSXF ブラウザをダウンロードすることができます。（H15.6.2）

A-126 工事管理ファイル「INDEX_C.XML」の「C」と業務管理ファイル「INDEX_D.XML」の「D」
の意味を教えてください。

　▶▶▶ 工事管理ファイル「INDEX_C.XML」の「C」は「Construction」、業務管理ファイル
「INDEX_D.XML」の「D」は「Design」の頭文字をとっています。（H15.6.2）

A-127 電子納品に関するチェックリストの様式はありますでしょうか。
　▶▶▶ 本サイトからダウンロードできる現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）

[ 土木設計業務編 ] にチェックリストが記載されていますのでご覧ください。（H15.6.2）

A-128 使用できるフォントに制限はあるのでしょうか。
　▶▶▶ 厳密な制限は設けていませんが、一般的なフォントを利用するようにしてください。

（H15.6.2）

A-129 XMLでは、「<予備></予備>」のように通常の書き方で記入内容がない場合もありますが、
各管理ファイルの作成において、この表記を用いてもよいのでしょうか。

　▶▶▶ XML1.0 の規約に準拠していただければ結構ですので、上記の表記でも結構です。
（H15.6.2）

A-144 検査の効率化を図るため、受発注者間の協議により、検査時に電子納品のフォルダ形式
やXMLファイルを変更し、独自形式で検査を行いやすい形で成果品を作成し、納品時には、
要領（案）に準拠した形で電子媒体を作成するという方法を行っても問題ないでしょうか。

　▶▶▶ 完成検査の対応については、検査が効率よく行えるように事前に受発注者間の協議により
決定してください。 （H16.2.26）

A-130 電子媒体納品書は紙による提出でしょうか。また、業務完了届等、契約上の書類について
は電子納品とは別に従来通り紙の提出でよいのでしょうか。

　▶▶▶ 電子媒体納品書の提出は、電子署名等の整備完了までの暫定措置ですが、媒体は紙とし
てください。また、業務完了届等の書類については、受発注者で協議し、取り扱いを決
定してください。（H15.6.2）

A-131 各管理ファイルの作成において、 「<予備 ></予備 >」の表記は許可されているようですが、
「<予備 />」というように空要素を記述をしてもよろしいのでしょうか。

　▶▶▶ XML1.0 の規約に準拠していただければ結構ですので、上記の表記でも問題ありません。
（H15.6.2）
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A-132 要領（案）や正誤表などの資料が公開されていますが、それぞれを見比べるのは大変なので、
オリジナルファイルで公開していただけないでしょうか。

　▶▶▶ 当サイトにおいて要領（案）のオリジナルファイルを公開する予定はありません。各ソフトウェ
ア（例 :ブラウザなど）の検索機能を利用してください。（H17.2.18）

A-133 DTD の 役 割 は 何 な の で し ょ う か。XML 宣 言「<?xml version=1.0 
encoding=Shift_JIS?> 」の次に記述されている「<!DOCTYPE SURVEY SYSTEM 
REP02.DTD>」は何を表しているのでしょうか。

　▶▶▶ XML パーサといわれているソフトが管理ファイル（例 :REPORT.XML）が対応するDTD
ファイル（例 :REP02.DTD）に準じて作成されているか検証を行うとき（構文解析）、その
検証において DTDを利用します。また、「<!DOCTYPE reportdata SYSTEM REP02.
DTD>」は、REPORT.XMLを検証する際の対応するDTDファイルを指定（参照先）し
ています。（H15.6.6）

A-134 使用可能な文字一覧がまだ公開されていませんが、「建築設計業務等電子納品要領（案）
（H14.11） 」の付属資料に文字一覧の資料が掲載されています。公開予定の使用可能文字
一覧は同一のものと考えてもよろしいのでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘の文字一覧とは異なり、JIS X 0201および JIS X 0208 に準じた使用可能文字一
覧を公開する方向で検討しています。（H15.6.6）

A-135 事前協議により発注者側の担当者が、CD-Rのフォーマットを「JOLIETでよい」と許可
すれば使用してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ [A-124] に示す通りで、受発注者の協議に係わらず ISO9660レベル1としてください。
（H15.6.6）

A-136 「土木工事共通仕様書」を適用する請負工事に用いる帳票様式の各帳票は項目変更・編集
して利用してもよいのでしょうか。

　▶▶▶ 帳票に関する標準化の取り組みのもと、原則として帳票様式の項目を変更・編集しての利
用は想定していません。ただし、利用の詳細については、受発注者間で協議してください。

（H15.7.28）

A-137 電気通信設備編関係の基準・要領等が策定されましたが、いつ頃から入手できるようにな
るのでしょうか。

　▶▶▶ 平成 15 年 7月 8 日より当ホームページ（http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htm）
に掲載しています。

A-138 Q&Aにおいて以前掲載されていた資料はどこかで確認（閲覧）することができるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 平成 15 年 6月2日にQ&Aページ全体を更新しましたが、過去に掲載した Q&Aの内容
は踏襲しています。また、Q&Aの検索が可能となっています。（H15.7.28）

A-139 国土交通省指定のウィルスチェックソフトをダウンロードできると聞いたのですが、どのサ
イトでできるのでしょうか。

　▶▶▶ ご質問のサイトおよびウイルスチェックソフトはありません。なお、電子成果品の正当性を
検証するチェックシステムは本サイトにて公開しています。（H15.9.11）

http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htm


314　　電子納品全般 -A314　　電子納品全般 -A

A-140 「電子納品Q&A」のPDF版が開けません。アプリケーションからファイルを開く際には、『こ
の文書を開くときにエラーが発生しました。この文書はViewerで解読できません。』とエラー
メッセージが表示されます。

　▶▶▶ 最新版のPDF 閲覧ソフトを利用して閲覧してください。（H17.2.18）

A-142 電子成果品を閲覧することのできるビューアを成果品と一緒に納品する際に、事前協議でブ
ラウザの種類を定めていない場合は、一般的なブラウザを使用するのがよいと思いますが、
どのような対処をすればよいでしょうか。

　▶▶▶ ビューアを格納する場合の注意点については、[C-85] を参照ください。なお、ブラウ
ザの種類は電子媒体に格納されているデータが閲覧可能であれば、問題ありません。

（H15.11.28）

A-143 Q&A内の検索において、例えば、『CA-280』をキーワードに入力しても「該当するデータ
がありません」と表示されます。[CA-280] が何に関するものかわからないので、分類から
探すことができません。[CA-280] の修正内容を確認するにはどうすればよいのでしょうか。

　▶▶▶ 分類記号 CAは、CAD 製図基準（案）に関するものであることを示しています。分類選
択で「CAD 製図基準（案）」を選択して検索してください。分類記号と内容の関連は次の
とおりです。

D: 土木設計業務等の電子納品要領（案）
C: 工事完成図書の電子納品要領（案） 
CA:CAD 製図基準（案） 
P: デジタル写真管理情報基準（案）
B: 地質調査資料整理要領（案）
SU: 測量成果電子納品要領（案）
G: ガイドライン関連
CH: チェックシステム
A: 電子納品全般

 Q&Aの検索では Noにより検索することはできません。Noによる検索機能は今後追加致
します。（H17.2.18）

A-145 ホームページでダウンロード可能な資料（例えば『工事完成図書の電子納品要領（案）』）は、
成果品の報告書に付録等に添付してもよいでしょうか。

　▶▶▶ 成果品の報告書に添付していただいて結構です。４
 （H16.4.28）

A-146 [A-41] の回答に関連して、成果品のひな形（サンプル）の公開の予定はいつ頃になるのでしょ
うか。

　▶▶▶ 現在、成果品のひな形を準備しているところですので、しばらくお待ちください。
 （H16.4.28）

A-147 最近の保存データには拡張子が表示されてないケースが増えてきていますが、ファイル命名
には必ず拡張子を付けなければならないのでしょうか。

　▶▶▶ OS の設定によって拡張子が表示されないことがありますのでご注意ください。拡張子が
表示されてない場合であっても、ファイル命名規則に準拠して拡張子を付けてください。
拡張子を付けない場合、作成したファイルが閲覧できなくなる恐れがあります。（H16.5.24）
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A-148 Q&Aの検索システムについて、利便性の面から「ページ選択」「次へ」「最後へ」のハイパー
リンクは最下段にも設けるとよいのではないかと思います。現在の場合次のページへ飛ぶ為
に一旦一番上までスクロールを戻す必要があります。

　▶▶▶ 次回検索システムを更新する際に、反映できるよう検討いたします。（H16.6.16）

A-149 要領・基準（案）を新たに掲載する場合、旧バージョンとの内容比較（更新内容）を表形
式等で提供していただけないでしょうか。

　▶▶▶ ご指摘事項を踏まえて、今後、要領・基準（案）を改訂する際には、比較表を公開するよ
う検討していきます。（H16.7.27）

A-150 ウイルス対策ソフトに使用するソフトは、無償のもので対応してもよいでしょうか。
　▶▶▶ 要領（案）では、ウィルス対策ソフトを特に指定していません。（1）信頼性が高く、（2）

ウィルス定義が常に最新のものを利用できるソフトであれば無償でも問題ありません。
（H16.7.27）

A-151 平成 16 年 6月に、各要領・基準（案）が改訂されましたが、改訂された箇所はどこでしょうか。
また、改訂した事項が一覧でわかる資料を公開していれば教えてください。

　▶▶▶ 要領・基準（案）[H16.6] の主な改訂点については、http://www.mlit.go.jp/kisha/
kisha04/13/130630_.htmlをご覧ください。また、改訂事項の一覧表は公開しておりませ
ん。今後、要領・基準（案）を改訂する際には、比較表を公開するよう検討していきます。

（参照 :[A-149]）（H17.2.18）

A-152 現段階では、各業者により電子納品に関する知識、パソコン操作のスキル等により対応が
困難であるため、受発注者と協議の上、成果品の書類（例 : 写真だけ、写真と工事打合せ
簿など）を決めればよいと考えていますが、成果品の書類提出に関して最低限の内容を規
定している図書があれば教えてください。

　▶▶▶ 国土交通省では、全ての工事・業務の成果品について電子納品を実施しています。電
子納品する成果品については、各要領・基準（案）（http://www.nilim-ed.jp/calsec/
tekiyou.htm）にて示されており、各地方整備局における詳細な運用については、各地方
整備局で電子納品に関する手引きが策定されています。

 個々の工事・業務において電子納品する成果物については、これらを踏まえ、受発注者
協議で決めることとしています。（H16.9.3）

A-153 複合業務で通常の道路設計とその道路に付随する照明施設設計がある場合、要領及び
CAD製図基準（案）はどのように準拠したらよいでしょうか。また、同一成果に異なる要領・
基準（案）のファイルを納めた場合、チェックシステムは別々であるため電子成果品をそれ
ぞれ作成したほうがよいのでしょうか。

　▶▶▶ 複合業務の成果品を作成する場合、その業務の際に従う共通仕様書および特記仕様書に
記載されている要領・基準（案）に準拠してください。特記仕様書等の規定により、異な
る分野の要領・基準（案）に準拠して成果品を作成しなければいけない場合、受発注者
の協議により、電子媒体はそれぞれ作成する策もあります。その際、各ファイルの取り扱
いについても、受発注者で協議の上、決定してください。（H16.9.3）

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/13/130630_.html
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/13/130630_.html
http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htm
http://www.nilim-ed.jp/calsec/tekiyou.htm
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A-154 電子納品の英語表記は、直訳すると、「electronic delivery」となりますが、これで正し
いでしょうか。

　▶▶▶ ご質問のとおり、電子納品を英語に訳すと「electronic delivery」となります。各用語
については、http://www.mlit.go.jp/tec/it/cals/panf/CALS_E.pdf をご覧ください。

（H16.10.4）

A-155 平成 16年 6月に改訂された要領・基準（案）は平成 16年 10月からの適用となっていますが、
公式に発表された文書、あるいはホームページを教えてください。

　▶▶▶ 国土交通省が記者発表をした資料は
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/13/130630_.htmlをご覧ください。また、国土

交通省国土技術政策総合研究所の電子納品に関する要領・基準のホームページに、要
領・基準の改訂及び適用についての記載があります（html,http://www.nilim-ed.jp/
index_denshi.htm）。（H16.10.4）

A-156 任意記入でデータがない場合のXMLファイル内での書き方について、例えば付属資料 4
の記入例では受注者説明文がない場合の例として

<受注者説明文 />
と記載されていますが、次の書き方でもよいのでしょうか。
1: 全く受注者説明文に関する行を設けない。 
2:< 受注者説明文></受注者説明文> 
3:< 受注者説明文>
         </受注者説明文> 
また、サブフォルダがない場合は次のいずれの書き方も許されるのでしょうか。
1: 全くサブフォルダに関する行を設けない
2:<サブフォルダ/>
3:<サブフォルダ></サブフォルダ>
4:<サブフォルダ>
        </サブフォルダ>
5:<サブフォルダ>
            < 追加サブフォルダ名称 />
            < 追加サブフォルダ名称の概要 />
       </サブフォルダ>
6:<サブフォルダ>
            < 追加サブフォルダ名称 >
            </ 追加サブフォルダ名称 >
            < 追加サブフォルダ名称の概要 >
            </ 追加サブフォルダ名称の概要 >
       </サブフォルダ>

　▶▶▶ 必要度が任意記入（DTD の構造図において、「?」や「*」）となっている管理項目の記入は、
上記のいずれの記入方法を用いていただいても問題ありません。（H16.11.1）

http://www.mlit.go.jp/tec/it/cals/panf/CALS_E.pdf
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/13/130630_.html
http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm
http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm
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A-157 ウィルスチェックの「チェック年月日」は、実際の年月日を印刷するのでしょうか、工期内
の年月日とするのでしょうか。

　▶▶▶ [ 年月日 ] には、契約上の履行期間内でウィルスチェックした日付を記入してください。
（H16.12.13）

A-158 Q&Aの PDF資料は更新されないのでしょうか。
　▶▶▶ 現在、Q&AのPDF 資料の更新作業をしていますので、しばらくお待ちください。（H17.2.1）

A-159 電子成果品納品時に提出する電子媒体納品書の提出先の記入は以下のどれを記入すればよ
いでしょうか。

1. 契約先（支出担当官名まで）
2.発注機関（部発注なら部名まで、事務所発注なら事務所まで記入）
3. 主任調査員
4.その他

　▶▶▶ 電子媒体納品書の提出先については、業務においては主任調査員、工事においては主任
監督員としてください。（H17.2.1）

最新の「Q&A」については、ホームページをご確認ください。

【URL】http://www.nilim-ed.jp/

http://www.nilim-ed.jp/
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