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地質・土質調査成果電子納品要領（案） 平成１７年４月 

更新日 ファイル名 行 誤 正 

H17.11.18 B1314_02.DTD 
単孔を利用した透水試験

データ 

74 <!ELEMENT 定常試験_試験条件 (定常試験_試験方法?, 
定常試験_試験区間?, 定常試験_試験区間の長さ?, 定常試
験_平衡水位測定?, 定常試験_平衡水位?, 定常試験_定常時
の流量?, 定常試験_天候?, 定常試験_管口の高さ?, 定常試
験_上部離隔長 L1?, 定常試験_上部離隔長 L2?, 定常試験_
定常時の水位?, 定常試験_定常時の水位差?)> 

<!ELEMENT 定常試験_試験条件 (定常試験_試験方法?, 
定常試験_試験区間?, 定常試験_試験区間の長さ?, 定常試
験_平衡水位測定?, 定常試験_平衡水位?, 定常試験_定常時
の流量?, 定常試験_天候?, 定常試験_管口の高さ?, 定常試
験_上部離隔長 L1?, 定常試験_上部離隔長 L2?, 定常試験_
試験区間の孔径?, 定常試験_定常時の水位?, 定常試験_定
常時の水位差?)> 

  86 <!ELEMENT 定常試験_上部離隔長 L2 (#PCDATA)> <!ELEMENT 定常試験_上部離隔長 L2 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 定常試験_定常時の水位 (#PCDATA)> 

 A1222_02.DTD 
現場 CBR試験データ 

13 <!ELEMENT 試験情報 (一般情報?, 測定+, 試験結果?, 
グラフ?)> 

<!ELEMENT 試験情報 (一般情報?, 測定+, 試験結果*, 
グラフ?)> 

 B1721_02.DTD 
水管式地盤傾斜計を用い

た地表面の傾斜変動量測

定データ 

13 <!ELEMENT 試験情報 (測定内容, 試験方法スケッチ+, 
測定結果, グラフ?)> 

<!ELEMENT 試験情報 (測定内容, 試験方法スケッチ+, 
測定結果+, グラフ?)> 

 B1911_02.DTD 
ロータリー式スリーブ内蔵

二重管サンプラーによる環

境化学分析のための試料の

採取データ 

14 <!ELEMENT 現場記録 (採取年月日, ボーリングの方法, 
サンプリングの方法_土?, サンプリングの方法_地下水?, 
サンプリング?)> 

<!ELEMENT 現場記録 (採取年月日, 採取時刻?, ボーリ
ングの方法, サンプリングの方法_土?, サンプリングの方
法_地下水?, サンプリング?)> 

 打撃貫入法による環境化学

分析のための試料の採取デ

ータ 

15 <!ELEMENT 採取年月日 (#PCDATA)> <!ELEMENT 採取年月日 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 採取時刻 (#PCDATA)> 

 B1921_02.DTD 31 <!ELEMENT 採土器 (採土器_型式?, 採土器_メーカ名?, <!ELEMENT 採土器 (採土器_型式?, 採土器_メーカ名?, 



更新日 ファイル名 行 誤 正 

環境化学分析のための表

層土試料の採取データ 
採土器_採取器具材質?, 採土器_器具洗浄法?, 採土器_試料
採取位置, 採土器_押込深さ?)> 

採土器_採取器具材質?, 採土器_採取器具材質_名称?, 採土
器_器具洗浄法?, 採土器_試料採取位置, 採土器_押込深
さ?)> 

  34 <!ELEMENT 採土器_採取器具材質 (#PCDATA)> <!ELEMENT 採土器_採取器具材質 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 採土器_採取器具材質_名称 (#PCDATA)> 
 

  40 <!ELEMENT ハンドオーガー (ハンドオーガー_型式?, 
ハンドオーガー_メーカ名?, ハンドオーガー_採取器具材
質?, ハンドオーガー_器具洗浄法?, ハンドオーガー_試料
採取位置, ハンドオーガー_押込深さ?)> 

<!ELEMENT ハンドオーガー (ハンドオーガー_型式?, 
ハンドオーガー_メーカ名?, ハンドオーガー_採取器具材
質?, ハンドオーガー_採取器具材質_名称?, ハンドオーガ
ー_器具洗浄法?, ハンドオーガー_試料採取位置, ハンドオ
ーガー_押込深さ?)> 

  43 <!ELEMENT ハ ン ド オ ー ガ ー _ 採 取 器 具 材 質 
(#PCDATA)> 

<!ELEMENT ハ ン ド オ ー ガ ー _ 採 取 器 具 材 質 
(#PCDATA)> 
<!ELEMENT ハンドオーガー _採取器具材質 _名称 
(#PCDATA)> 

 

工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 平成１７年４月 

更新日 ファイル名 行 誤 正 

H17.9.15 OTHRS03.DTD 
その他管理ファイル用

DTD 

7 <!ELEMENT サブフォルダ情報 (その他サブフォルダ

名,その他サブフォルダ日本語名,その他資料情報+)> 

<!ELEMENT サブフォルダ情報 (その他サブフォルダ

名,その他サブフォルダ日本語名?,その他資料情報*)> 

 FCL03.DTD 

設備図書管理ファイル用

DTD 

7 <!ELEMENT 設備図書情報 (シリアル番号,設備図書名

称,オリジナルファイル情報*,その他?)> 

<!ELEMENT 設備図書情報 (シリアル番号,設備図書名

称,オリジナルファイル情報+,その他?)> 

 

工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 平成１７年４月 

更新日 ファイル名 行 誤 正 

H17.11.18 A002_01.DTD 
水門設備_戸当り 

26 <!ELEMENT 材質 (本体?, ローラ路面?, 支圧面?, 水

密面?, 押え金具?, 埋込金具?, アンカーボルト?)> 

<!ELEMENT 材質 (本体?, ローラ踏面?, 支圧面?, 
水密面?, 押え金具?, 埋込金具?, アンカーボルト?)> 

  28 <!ELEMENT ローラ路面 (#PCDATA)> <!ELEMENT ローラ踏面 (#PCDATA)> 



更新日 ファイル名 行 誤 正 

 A019_01.DTD 
付属施設_エレベータ 

126 <!ELEMENT 油圧ユニット (メーカ名?, 外形寸法?, 容

量?, 作業油?, 電動機仕様?)> 

<!ELEMENT 油圧ユニット (メーカ名?, 外形寸法?, 
容量?, 作動油?, 電動機仕様?)> 

  129 <!ELEMENT 作業油 (#PCDATA)> <!ELEMENT 作動油 (#PCDATA)> 
 A026_01.DTD 

揚排水ポンプ設備_主ポ
ンプ設備 

11 <!ELEMENT 機器個別情報 (主ポンプ?, 主配管?, 可

とう管?, 吸込弁?, 吸出弁?, 逆流防止弁?, 逆止弁?)> 

<!ELEMENT 機器個別情報 (主ポンプ?, 主配管?, 
可とう管?, 吸込弁?, 吐出弁?, 逆流防止弁?, 逆止
弁?)> 

  57 <!--             吸出弁                  --> <!--             吐出弁                   --> 
  60 <!ELEMENT 吸出弁 (口径?, フランジ形式?, 材料*)> <! ELEMENT 吐出弁 (口径?, フランジ形式?, 材料*)> 

H17.8.1 IND_MC01.DTD 
工事管理ファイル用 

ＤＴＤ 

66 <!ELEMENT 場所情報 (測地系?,起点側測点-n?,起点

側測点-m?,終点側測点-n?,終点側測点-m?,起点側距

離標-n?,起点側距離標-m?,終点側距離標-n?,終点側

距離標-m?,西側境界座標経度?,東側境界座標経度?,

北側境界座標緯度?,南側境界座標緯度?)> 

<!ELEMENT 場所情報 (測地系?,起点側測点-n*,起
点側測点-m*,終点側測点-n*,終点側測点-m*,起点側
距離標-n*,起点側距離標-m*,終点側距離標-n*,終点側
距離標-m*,西側境界座標経度?,東側境界座標経度?,北
側境界座標緯度?,南側境界座標緯度?)> 

 
 


