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目 次 
(略) 

 

１～６ 

(略) 

7 電子納品物の作成 
7.1 作業の流れ 
(略) 
7.2 共通事項 

7.2.1 ～7.2.2  

(略) 

7.2.3 ファイル命名規則 

 (1) 管理ファイル等 

（略） 

(2) 測量成果等 

 1)～4) 

（略） 

5) SXF データのラスタファイルの命名の留意点 

SXF データのラスタファイルは、1 つの SXF データに対し複数のラスタファイルが添付される

場合があり、枝番を付与する必要があります。図 7-4 に則ったファイル命名に対し枝番を付与し

た場合、拡張子を除くファイル名の文字数が 8 文字を超えるため、SXF データのラスタファイル

のファイル命名は図 7-5 のとおりとします。 

同一成果の SXF ファイルが複数存在する場合、ファイルを跨ぐ形で枝番を付与する形となるた

め、注意が必要です。 

なお、CAD データ作成にあたっては、「7.2.6 CAD データ作成にあたっての留意点」を参照くだ

さい。 

 

 

図 7-5  SXF データのラスタファイルの命名規則 

 
目 次 

(略) 

 

１～６ 

(略) 

7 電子納品物の作成 
7.1 作業の流れ 
(略) 
7.2 共通事項 

7.2.1 ～7.2.2 

(略) 

7.2.3 ファイル命名規則 

(1) 管理ファイル等 

（略） 

(2) 測量成果等 

 1)～4) 

（略） 

5) SXF データのラスタファイルの命名の留意点 

SXF データのラスタファイルは、1 つの SXF データに対し複数のラスタファイルが添付される

場合があり、枝番を付与する必要があります。図 7-4 に則ったファイル命名に対し枝番を付与

した場合、拡張子を除くファイル名の文字数が 8文字を超えるため、SXF データのラスタファイ

ルのファイル命名は図 7-5 のとおりとします。 

同一成果の SXF ファイルが複数存在する場合、ファイルを跨ぐ形で枝番を付与する形となる

ため、注意が必要です。 

なお、CAD データ作成にあたっては、「7.2.6 CAD データ作成にあたっての留意点」を参照く

ださい。 

 

 

図 7-5  SXF データのラスタファイルの命名規則 
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（例）元図となる CAD データに 4 枚の添付ラスタファイル路線測量（RCA）の線形地形図データファイ

ル（B2）がある場合は、４枚全てのファイル名を繰り返し入力します。 

 ラスタファイル名：「RCAB2_01.TIF」と入力 

 ラスタファイル名：「RCAB2_02.JPG」と入力 

 ラスタファイル名：「RCAB2_03.JPG」と入力 

 ラスタファイル名：「RCAB2_04.TIF」と入力 

 

 

表 7-4 測量細区分記号一覧表 

(略) 

表 7-5 ファイル名設定記号のカテゴリ区分 

成果等のカテゴリ 成果等の名称 
サブフォ

ルダ区分 
設定記号

点の成果 成果表、成果表(数値データ)、観測成果

表、観測成果表(数値データ)、平均成果

表、平均成果表(数値データ)、品質評価

表、メタデータ、XML スキーマ、コード

リスト、等 

DATA A 

面の成果 数値地形図データファイル、写真地図デ

ータファイル、オリジナルデータ、グラ

ウンドデータ、グリッドデータ、水部ポ

リゴン、メッシュデータ、等高線データ、

品質評価表、メタデータ、XML スキーマ、

コードリスト、等 

DATA B 

点の記 点の記、点の記(数値データ)、等 DATA C 

手簿・記簿 

 

観測手簿、観測記簿、点検測量簿、 

埋標手簿、等 

WORK D 

計算簿類 計算簿、標定点成果表、標定点測量簿、

同明細簿、対空標識点明細票、同時調整

成果表、外部標定要素成果表、座標測定

簿、調整計算簿、等 

WORK E 

網図・一覧図類 基準点網図、平均図、観測図、水準路線

図、標定点配置図、対空標識点一覧図、

標定図、刺針点一覧図、空中三角測量作

業計画・実施一覧図、等 

WORK F 

精度管理表 精度管理表、等 WORK G 

説明書類 基準点現況調査報告書、撮影記録、業務

報告書、測量標の地上写真、等 

WORK H 

その他 測量機器検定証明書、測量成果検定証明

書等、ファイル説明書、GPS 観測スケジ

ュール表、衛星配置図、土地の登記記録

調査表、数値地形図データファイル、数

値地形図データ作成精度管理表、横断測

量測量手簿（数値データ）、横断面図デ

OTHRS J 

 

（例）元図となる CAD データに 4 枚の添付ラスタファイル路線測量（RCA）の線形地形図データファイ

ル（B2）がある場合は、４枚全てのファイル名を繰り返し入力します。 

 ラスタファイル名：「RCAB2_01.TIF」と入力 

 ラスタファイル名：「RCAB2_02.JPG」と入力 

 ラスタファイル名：「RCAB2_03.JPG」と入力 

 ラスタファイル名：「RCAB2_04.TIF」と入力 

 

 

表 7-4 測量細区分記号一覧表 

(略) 

表 7-5 ファイル名設定記号のカテゴリ区分 

成果等のカテゴリ 成果等の名称 
サブフォ

ルダ区分 
設定記号

点の成果 成果表、成果表(数値データ)、観測成果

表、観測成果表(数値データ)、平均成果

表、平均成果表(数値データ)、品質評価

表、メタデータ、XML スキーマ、コード

リスト、等 

DATA A 

面の成果 数値地形図データファイル、写真地図デ

ータファイル、オリジナルデータ、グラ

ウンドデータ、グリッドデータ、水部ポ

リゴン、メッシュデータ、等高線データ、

品質評価表、メタデータ、XML スキーマ、

コードリスト、等 

DATA B 

点の記 点の記、点の記(数値データ)、等 DATA C 

手簿・記簿 

 

観測手簿、観測記簿、点検測量簿、 

埋標手簿、等 

WORK D 

計算簿類 計算簿、標定点成果表、標定点測量簿、

同明細簿、対空標識点明細票、同時調整

成果表、外部標定要素成果表、座標測定

簿、調整計算簿、等 

WORK E 

網図・一覧図類 基準点網図、平均図、観測図、水準路線

図、標定点配置図、対空標識点一覧図、

標定図、刺針点一覧図、空中三角測量作

業計画・実施一覧図、等 

WORK F 

精度管理表 精度管理表、等 WORK G 

説明書類 基準点現況調査報告書、撮影記録、業務

報告書、測量標の地上写真、等 

WORK H 

その他 測量機器検定証明書、測量成果検定証明

書等、ファイル説明書、GPS 観測スケジ

ュール表、衛星配置図、   、等 

OTHRS J 
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ータファイル、横断測量精度管理表、土

地調書、境界杭設置調書、登記嘱託書等、

地積測量図、土地所在図等、等 

 

 
表 7-6 成果種類の設定記号(基準点測量成果) 

 
(略) 

表 7-7 成果種類の設定記号(水準測量成果) 

(略) 

表 7-8 成果種類の設定記号(地形測量及び写真測量成果) 

(略) 

 

表 7-9 成果種類の設定記号(路線測量成果) 

(略) 

表 7-10 成果種類の設定記号(河川測量成果) 

(略) 
 

表 7-11 成果種類の設定記号(用地測量成果) 

測量細区分 測量細分類 成果等の名称 
成果種類の

設定記号 

サブフォル

ダ区分 

資料調査 資料調査 公図等転写図 －  

<YS*>  公図等転写連続図 F1 WORK 

  土地調査表 H1 WORK 

  建物の登記記録等調査表 H2 WORK 

  権利者調査表 H3 WORK 

  地積測量図転写図 F2 WORK 

境界確認 復元測量 観測手簿 D1 WORK 

<YK*>  復元箇所位置図データファ

イル 

B1 DATA 

 境界確認 土地境界立会確認書 H1 WORK 

  公共用地境界確定協議の申

請書・確定図 

H2 WORK 

境界測量 境界測量 観測手簿 D1 WORK 

<YY*>  観測手簿(数値データ) D2 WORK 

  測量計算簿等 E1 WORK 

  測量計算簿等(数値データ) E2 WORK 

  成果表 A1 DATA 

  成果表(数値データ) A2 DATA 

 補助基準点の

設置 

観測手簿 D3 WORK 

 観測手簿(数値データ) D4 WORK 

  計算簿 E3 WORK 

  計算簿(数値データ) E4 WORK 

  成果表 A3 DATA 

  成果表(数値データ) A4 DATA 

  基準点網図データファイル F1 WORK 

 用地境界仮杭

設置 

計算簿 E5 WORK 

 計算簿(数値データ) E6 WORK 

  成果表 A5 DATA 

 
 
 
 
 
 
表 7-6 成果種類の設定記号(基準点測量成果) 

 
(略) 

表 7-7 成果種類の設定記号(水準測量成果) 

(略) 

表 7-8 成果種類の設定記号(地形測量及び写真測量成果) 

(略) 

 

表 7-9 成果種類の設定記号(路線測量成果) 

(略) 

表 7-10 成果種類の設定記号(河川測量成果) 

(略) 

 

表 7-11 成果種類の設定記号(用地測量成果) 

測量細区分 測量細分類 成果等の名称 
成果種類の

設定記号 

サブフォル

ダ区分 

資料調査 資料調査 公図等転写図 －  

<YS*>  公図等転写連続図 F1 WORK 

  土地調査表 H1 WORK 

  建物の登記記録等調査表 H2 WORK 

  権利者調査表 H3 WORK 

  地積測量図転写図 F2 WORK 

境界確認 復元測量 観測手簿 D1 WORK 

<YK*>  復元箇所位置図データファ

イル 

B1 DATA 

 境界確認 土地境界立会確認書 H1 WORK 

  公共用地境界確定協議の申

請書・確定図 

H2 WORK 

境界測量 境界測量 観測手簿 D1 WORK 

<YY*>  観測手簿(数値データ) D2 WORK 

  測量計算簿等 E1 WORK 

  測量計算簿等(数値データ) E2 WORK 

  成果表 A1 DATA 

  成果表(数値データ) A2 DATA 

 補助基準点の

設置 

観測手簿 D3 WORK 

 観測手簿(数値データ) D4 WORK 

  計算簿 E3 WORK 

  計算簿(数値データ) E4 WORK 

  成果表 A3 DATA 

  成果表(数値データ) A4 DATA 

  基準点網図データファイル F1 WORK 

 用地境界仮杭

設置 

計算簿 E5 WORK 

 計算簿(数値データ) E6 WORK 

  成果表 A5 DATA 
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  成果表(数値データ) A6 DATA 

  設置箇所位置図データファ

イル 

B1 DATA 

 用地境界杭設

置 

計算簿 E7 WORK 

 計算簿(数値データ) E8 WORK 

  成果表 A7 DATA 

  成果表(数値データ) A8 DATA 

  設置箇所位置図データファ

イル 

B2 DATA 

境界点間測量 

<YT*> 

境界点間測量 観測手簿 D1 WORK 

 精度管理図 G1 WORK 

  

 

精度管理表 G2 WORK 

面積計算 

<YM*> 

面積計算 面積計算書 A1 DATA 

 面積計算書(数値データ) A2 DATA 

用地実測図等

の作成 

<YZ*> 

用地実測図デ

ータファイル

作成 

用地実測図データファイル B1 DATA 

品質評価表 B2 DATA 

メタデータ B3 DATA 

 精度管理表 G1 WORK 

 XML スキーマ SCHM DATA 

 コードリスト CODE DATA 

用地平面図デ

ータファイル

作成 

用地平面図データファイル B4 DATA 

品質評価表 B5 DATA 

メタデータ B6 DATA 

精度管理表 G2 WORK 

 XML スキーマ SCHM DATA 

 コードリスト CODE DATA 

その他データ 

<YOT> 

その他データ 測量機器検定証明書 J1 OTHRS 

 測量成果検定証明書等 J2 OTHRS 

 ファイル説明書 J3 OTHRS 

 点検測量簿 J4 OTHRS 

 GPS 基準局配置図 J5 OTHRS 

 既知点検測の観測手簿・計算

書・検測図 

J6 OTHRS 

  土地の登記記録調査表 J7 OTHRS 

  数値地形図データファイル J8 OTHRS 

  数値地形図データ作成精度

管理表 

J9 OTHRS 

  横断測量測量手簿 JA OTHRS 

  横断測量測量手簿（数値デー

タ） 

JB OTHRS 

  横断面図データファイル JC OTHRS 

  横断測量精度管理表 JD OTHRS 

  土地調書 JE OTHRS 

  境界杭設置調書 JF OTHRS 

  登記嘱託書等 JG OTHRS 

  地積測量図 JH OTHRS 

  土地所在図等 JI OTHRS 

 
 

  成果表(数値データ) A6 DATA 

  設置箇所位置図データファ

イル 

B1 DATA 

 用地境界杭設

置 

計算簿 E7 WORK 

 計算簿(数値データ) E8 WORK 

  成果表 A7 DATA 

  成果表(数値データ) A8 DATA 

  設置箇所位置図データファ

イル 

B2 DATA 

境界点間測量 

<YT*> 

境界点間測量 観測手簿 D1 WORK 

 精度管理図 G1 WORK 

  

 

精度管理表 G2 WORK 

面積計算 

<YM*> 

面積計算 面積計算書 A1 DATA 

 面積計算書(数値データ) A2 DATA 

用地実測図等

の作成 

<YZ*> 

用地実測図デ

ータファイル

作成 

用地実測図データファイル B1 DATA 

品質評価表 B2 DATA 

メタデータ B3 DATA 

 精度管理表 G1 WORK 

 XML スキーマ SCHM DATA 

 コードリスト CODE DATA 

用地平面図デ

ータファイル

作成 

用地平面図データファイル B4 DATA 

品質評価表 B5 DATA 

メタデータ B6 DATA 

精度管理表 G2 WORK 

 XML スキーマ SCHM DATA 

 コードリスト CODE DATA 

その他データ 

<YOT> 

その他データ 測量機器検定証明書 J1 OTHRS 

 測量成果検定証明書等 J2 OTHRS 

 ファイル説明書 J3 OTHRS 

 点検測量簿 J4 OTHRS 

 GPS 基準局配置図 J5 OTHRS 

 既知点検測の観測手簿・計算

書・検測図 

J6 OTHRS 
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表 7-12 成果種類の設定記号(その他の応用測量成果) 

(略) 

(3) ドキュメントファイル 

(略) 

7.2.4～7.2.8 
(略) 

7.3～7.7 
(略) 

7.8 用地測量成果作成【SURVEY/YOUCHI】 

7.8.1 対象となる成果物 

用地測量の電子納品対象書類は、表 7-22 に示すとおり、多岐に分かれています。電子納品の対象と

なる各成果は、表 7-22 に示すファイル形式、ファイル名で作成し、所定のフォルダに格納します（図

7-21 参照）。 

 

（用地測量成果管理ファイル）SURV _YCH .XML

SURV _D03.DTD

WORK （用地測量 測量記録サブフォルダ）

（用地測量成果管理ファイルのDTD）

XXXXX 001.PDF

YYYYY 001.PDF

・・・・・・・・・・・

YSIRYO_A
（資料調査 ）

（境界確認 ）

（境界測量 ）

YOUCHI （用地測量サブフォルダ）

DATA
（用地測量 測量成果サブフォルダ）

OTHRS （用地測量 その他データサブフォルダ）

XXXXX 001.PDF

XXXXX 002.PDF

（面積計算 ）

（用地実測図等の作成）

YKYOK _A

YKYOS _A

YMENSK_A

YZISKZ_A

YSIRYO_A

YZISKZ_A

YKYOK _A

・
・・

YTENKN_A （境界点間測量 ）

 

図 7-21 用地測量サブフォルダ構成 

表 7-12 成果種類の設定記号(その他の応用測量成果) 

 (略) 

(3) ドキュメントファイル 

(略) 

7.2.4～7.2.8 
(略) 

7.3～7.7 
(略) 

7.8 用地測量成果作成【SURVEY/YOUCHI】 

7.8.1 対象となる成果物 

用地測量の電子納品対象書類は、表 7-22 に示すとおり、多岐に分かれています。電子納品の対象

となる各成果は、表 7-22 に示すファイル形式、ファイル名で作成し、所定のフォルダに格納します

（図 7-21 参照）。 

 

（用地測量成果管理ファイル）SURV _YCH .XML

SURV _D03.DTD

WORK （用地測量 測量記録サブフォルダ）

（用地測量成果管理ファイルのDTD）

XXXXX 001.PDF

YYYYY 001.PDF

・・・・・・・・・・・

YSIRYO_A
（資料調査 ）

（境界確認 ）

（境界測量 ）

YOUCHI （用地測量サブフォルダ）

DATA
（用地測量 測量成果サブフォルダ）

OTHRS （用地測量 その他データサブフォルダ）

XXXXX 001.PDF

XXXXX 002.PDF

（面積計算 ）

（用地実測図等の作成）

YKYOK _A

YKYOS _A

YMENSK_A

YZISKZ_A

YSIRYO_A

YZISKZ_A

YKYOK _A

・
・・

YTENKN_A （境界点間測量 ）

 

図 7-21 用地測量サブフォルダ構成 
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表 7-22 用地測量の成果種類 

測量 

細分類 
成果等の名称 

ファイル

形式 

ファイル 

命名規則 
格納フォルダ名 備考 

資料調査 公図等転写図 (対象外) － －   

  公図等転写連続図 標準図式デ

ータファイ

ル 

YS*F1nnn.DMI 

YS*F1nnn.DM 

YS*F1nnn.PDF 

/YOUCHI/WORK/YSIRYO_* 協議により

SXF(P21)形式も可 

  土地調査表 PDF YS*H1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YSIRYO_* 協議によりオリジ

ナル形式も可 

  建物の登記記録等調

査表 

PDF YS*H2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YSIRYO_* 協議によりオリジ

ナル形式も可 

  権利者調査表 PDF YS*H3nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YSIRYO_* 協議によりオリジ

ナル形式も可 

  地積測量図転写図 PDF YS*F2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YSIRYO_*   

復元測量 観測手簿 PDF YK*D1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOK_*   

  復元箇所位置図デー

タファイル 

標準図式デ

ータファイ

ル 

YK*B1nnn.DMI 

YK*B1nnn.DM 

YK*B1nnn.PDF 

/YOUCHI/DATA/YKYOK_* 協議により

SXF(P21)形式も可 

境界確認 土地境界立会確認書 PDF YK*H1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOK_*   

  公共用地境界確定協

議の申請書・確定図 

PDF YK*H2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOK_*   

境界測量 観測手簿 PDF YY*D1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  観測手簿(数値デー

タ) 

オリジナル YY*D2nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  測量計算簿等 PDF YY*E1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  測量計算簿等(数値

データ) 

オリジナル YY*E2nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  成果表 PDF YY*A1nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YKYOS_*   

  成果表(数値データ) TXT YY*A2nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議によりその他

の形式も可 

補助基準

点の設置 

観測手簿 PDF YY*D3nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  観測手簿(数値デー

タ) 

オリジナル YY*D4nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  計算簿 PDF YY*E3nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  計算簿(数値データ) オリジナル YY*E4nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  成果表 PDF YY*A3nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YKYOS_*   

  成果表(数値データ) TXT YY*A4nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議によりその他

の形式も可 

  基準点網図データフ

ァイル 

標準図式デ

ータファイ

ル 

YY*F1nnn.DMI 

YY*F1nnn.DM 

YY*F1nnn.PDF 

/YOUCHI/WORK/YKYOS_* 協議により PDF、

SXF(P21)、オリジナ

ル形式も可 

用地境界

仮杭設置 

計算簿 PDF YY*E5nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_* 協議により TXT 又

はその他の形式も

可 

 

表 7-22 用地測量の成果種類 

測量 

細分類
成果等の名称 

ファイル

形式 

ファイル 

命名規則 
格納フォルダ名 備考 

資料調査 公図等転写図 (対象外) － －   

  公図等転写連続図 標準図式デ

ータファイ

ル 

YS*F1nnn.DMI 

YS*F1nnn.DM 

YS*F1nnn.PDF 

/YOUCHI/WORK/YSIRYO_* 協議により

SXF(P21)形式も可 

  土地調査表 PDF YS*H1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YSIRYO_* 協議によりオリジ

ナル形式も可 

  建物の登記記録等調

査表 

PDF YS*H2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YSIRYO_* 協議によりオリジ

ナル形式も可 

  権利者調査表 PDF YS*H3nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YSIRYO_* 協議によりオリジ

ナル形式も可 

  地積測量図転写図 PDF YS*F2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YSIRYO_*   

復元測量 観測手簿 PDF YK*D1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOK_*   

  復元箇所位置図デー

タファイル 

標準図式デ

ータファイ

ル 

YK*B1nnn.DMI 

YK*B1nnn.DM 

YK*B1nnn.PDF 

/YOUCHI/DATA/YKYOK_* 協議により

SXF(P21)形式も可 

境界確認 土地境界立会確認書 PDF YK*H1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOK_*   

  公共用地境界確定協

議の申請書・確定図

PDF YK*H2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOK_*   

境界測量 観測手簿 PDF YY*D1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  観測手簿(数値デー

タ) 

オリジナル YY*D2nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  測量計算簿等 PDF YY*E1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  測量計算簿等(数値

データ) 

オリジナル YY*E2nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  成果表 PDF YY*A1nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YKYOS_*   

  成果表(数値データ) TXT YY*A2nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議によりその他

の形式も可 

補助基準

点の設置

観測手簿 PDF YY*D3nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  観測手簿(数値デー

タ) 

オリジナル YY*D4nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  計算簿 PDF YY*E3nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  計算簿(数値データ) オリジナル YY*E4nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  成果表 PDF YY*A3nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YKYOS_*   

  成果表(数値データ) TXT YY*A4nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議によりその他

の形式も可 

  基準点網図データフ

ァイル 

標準図式デ

ータファイ

ル 

YY*F1nnn.DMI 

YY*F1nnn.DM 

YY*F1nnn.PDF 

/YOUCHI/WORK/YKYOS_* 協議により PDF、

SXF(P21)、オリジナ

ル形式も可 

用地境界

仮杭設置

計算簿 PDF YY*E5nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_* 協議により TXT 又

はその他の形式も

可 
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  計算簿(数値データ) オリジナル YY*E6nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  成果表 PDF YY*A5nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YKYOS_*   

  成果表(数値データ) TXT YY*A6nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議によりその他

の形式も可 

  設置箇所位置図デー

タファイル 

標準図式デ

ータファイ

ル 

YY*B1nnn.DMI 

YY*B1nnn.DM 

YY*B1nnn.PDF 

/YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議により

SXF(P21)形式も可 

用地境界

杭設置 

計算簿 PDF YY*E7nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  計算簿(数値データ) オリジナル YY*E8nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  成果表 PDF YY*A7nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YKYOS_*   

  成果表(数値データ) TXT YY*A8nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議によりその他

の形式も可 

  設置箇所位置図デー

タファイル 

標準図式デ

ータファイ

ル 

YY*B2nnn.DMI 

YY*B2nnn.DM 

YY*B2nnn.PDF 

/YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議により

SXF(P21)形式も可 

境界点間

測量 

観測手簿 PDF YT*D1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YTENKN_*   

  精度管理図 PDF YT*G1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YTENKN_* 協議により

SXF(P21)、オリジナ

ル形式も可 

  精度管理表 PDF YT*G2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YTENKN_*   

面積計算 面積計算書 PDF YM*A1nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YMENSK_*   

  面積計算書(数値デ

ータ) 

TXT YM*A2nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YMENSK_*  

用地実測

図データ

ファイル

の作成 

用地実測図データフ

ァイル 

JPGIS 準拠 YZ*B1nnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_* 協議により標準図

式データファイル

又は SXF(P21)形式

も可 

  品質評価表 PDF YZ*B2nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  メタデータ JMP2.0 YZ*B3nnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  精度管理表 PDF YZ*G1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YZISKZ_*   

  XML スキーマ XSD SCHMnnn.XSD /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  コードリスト JPGIS 準拠 CODEnnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

用地平面

図データ

ファイル

の作成 

用地平面図データフ

ァイル 

JPGIS 準拠 YZ*B4nnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_* 協議により標準図

式データファイル

又は SXF(P21)形式

も可 

用地平面

図データ

ファイル

の作成  

品質評価表 PDF YZ*B5nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

メタデータ JMP2.0 YZ*B6nnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  精度管理表 PDF YZ*G2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YZISKZ_*   

  XML スキーマ XSD SCHMnnn.XSD /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  コードリスト JPGIS 準拠 CODEnnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

その他デ

ータ 

測量機器検定証明書 PDF YOTJ1nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  計算簿(数値データ) オリジナル YY*E6nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  成果表 PDF YY*A5nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YKYOS_*   

  成果表(数値データ) TXT YY*A6nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議によりその他

の形式も可 

  設置箇所位置図デー

タファイル 

標準図式デ

ータファイ

ル 

YY*B1nnn.DMI 

YY*B1nnn.DM 

YY*B1nnn.PDF 

/YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議により

SXF(P21)形式も可 

用地境界

杭設置 

計算簿 PDF YY*E7nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  計算簿(数値データ) オリジナル YY*E8nnn.XXX /YOUCHI/WORK/YKYOS_*   

  成果表 PDF YY*A7nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YKYOS_*   

  成果表(数値データ) TXT YY*A8nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議によりその他

の形式も可 

  設置箇所位置図デー

タファイル 

標準図式デ

ータファイ

ル 

YY*B2nnn.DMI 

YY*B2nnn.DM 

YY*B2nnn.PDF 

/YOUCHI/DATA/YKYOS_* 協議により

SXF(P21)形式も可 

境界点間

測量 

観測手簿 PDF YT*D1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YTENKN_*   

  精度管理図 PDF YT*G1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YTENKN_* 協議により

SXF(P21)、オリジナ

ル形式も可 

  精度管理表 PDF YT*G2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YTENKN_*   

面積計算 面積計算書 PDF YM*A1nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YMENSK_*   

  面積計算書(数値デ

ータ) 

TXT YM*A2nnn.TXT /YOUCHI/DATA/YMENSK_*  

用地実測

図データ

ファイル

の作成 

用地実測図データフ

ァイル 

JPGIS 準拠 YZ*B1nnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_* 協議により標準図

式データファイル

又は SXF(P21)形式

も可 

  品質評価表 PDF YZ*B2nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  メタデータ JMP2.0 YZ*B3nnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  精度管理表 PDF YZ*G1nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YZISKZ_*   

  XML スキーマ XSD SCHMnnn.XSD /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  コードリスト JPGIS 準拠 CODEnnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

用地平面

図データ

ファイル

の作成 

用地平面図データフ

ァイル 

JPGIS 準拠 YZ*B4nnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_* 協議により標準図

式データファイル

又は SXF(P21)形式

も可 

用地平面

図データ

ファイル

の作成 

品質評価表 PDF YZ*B5nnn.PDF /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

メタデータ JMP2.0 YZ*B6nnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  精度管理表 PDF YZ*G2nnn.PDF /YOUCHI/WORK/YZISKZ_*   

  XML スキーマ XSD SCHMnnn.XSD /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

  コードリスト JPGIS 準拠 CODEnnn.XML /YOUCHI/DATA/YZISKZ_*   

その他デ

ータ 

測量機器検定証明書 PDF YOTJ1nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   
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  測量成果検定証明書

等 

PDF YOTJ2nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  ファイル説明書 

 

PDF YOTJ3nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  点検測量簿 

 

PDF YOTJ4nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  GPS 基準局配置図 

 

PDF YOTJ5nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  既知点検測の観測手

簿・計算書・検測図 

PDF YOTJ6nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

 土地の登記記録調査

表 

PDF YOTJ7nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 数値地形図データフ

ァイル 

JPGIS 準拠 YOTJ8nnn.XML /YOUCHI/OTHRS 協議により標準図

式データファイル、

SXF（P21）も可 

 数値地形図データ作

成精度管理表 

PDF YOTJ9nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 横断測量測量手簿 PDF YOTJAnnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 横断測量測量手簿

（数値データ） 

オリジナル YOTJBnnn.XXX /YOUCHI/OTHRS  

 横断面図データファ

イル 

（協議） YOTJCnnn.XXX /YOUCHI/OTHRS 協議により SXF

（P21）も可 

 横断測量精度管理表 PDF YOTJDnnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 土地調書 PDF YOTJEnnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 境界杭設置調書 PDF YOTJFnnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 登記嘱託書等 PDF YOTJGnnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 地積測量図 PDF YOTJHnnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 土地所在図等 PDF YOTJInnn.PDF /YOUCHI/OTHRS  

 

7.8.2 用地測量成果ファイルの作成 

 （略） 

（1）～（11） 

（略） 

（12）その他データ 

 

【運用基準】 

ア）測量機器検定証明書、測量成果検定証明書等、ファイル説明書、点検測量簿、GPS 基準局配置図、

既知点検測の観測手簿・計算書・検測図、土地の登記記録調査表、数値地形図データ作成精度管

理表、横断測量精度管理表、土地調書、境界杭設置調書、登記嘱託書等、地積測量図、土地所在

図等は、PDF 形式で納品します。ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成

します｡ 

イ）表 7-22 にない測量成果等については、その他データサブフォルダに格納します。ファイル形式、

ファイル作成単位等は、受発注者間協議により決定します｡ 

ウ）オリジナルファイル、又は拡張したファイルを納品する場合、必要に応じてファイル形式、レコー

ドフォーマット等を説明したファイル説明書を作成し、その他データサブフォルダに格納します。

エ）横断測量測量手簿は、PDF 形式で納品します。横断測量測量手簿（数値データ）はオリジナル形式

で納品します。ファイルは、受発注者間協議により、適当な単位でまとめて作成します。 

オ）数値地形図データファイルは、JPGIS 準拠形式で納品します。受発注者間協議により、標準図式デ

ータファイル又は SXF（P21）形式で納品してもよい。ファイル作成単位は、受発注者間協議によ

  測量成果検定証明書

等 

PDF YOTJ2nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  ファイル説明書 

 

PDF YOTJ3nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  点検測量簿 

 

PDF YOTJ4nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  GPS 基準局配置図 

 

PDF YOTJ5nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

  既知点検測の観測手

簿・計算書・検測図

PDF YOTJ6nnn.PDF /YOUCHI/OTHRS   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8.2 用地測量成果ファイルの作成 

 （略） 

（1）～（11） 

（略） 

（12）その他データ 

 

【運用基準】 

ア）機器検定証明書、測量成果検定証明書等、ファイル説明書、点検測量簿、GPS 基準局配置図、既知

点検測の観測手簿・計算書・検測図は、PDF 形式で納品します。ファイルは、受発注者間の協議

により適当な単位でまとめて作成します｡ 

 

 

イ）表 7-22 にない測量成果等については、その他データサブフォルダに格納します。ファイル形式、

ファイル作成単位等は、受発注者間協議により決定します｡ 

ウ）オリジナルファイル、又は拡張したファイルを納品する場合、必要に応じてファイル形式、レコ

ードフォーマット等を説明したファイル説明書を作成し、その他データサブフォルダに格納しま

す。 
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り決定します。 

カ）横断面図データファイルは、受発注者間協議により、SXF（P21）形式で納品します。ファイル作成

単位は、受発注者間協議により決定します。 

7.9～7.10 

（略） 

7.11  管理ファイル 

7.11.1～7.11.2 

（略） 

7.11.3 測量情報管理ファイルの作成 

測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）を作成する際には、SURVEY03.DTD を電子納品 Web サイトか

ら取得します。なお、測量情報管理ファイルは、市販の電子成果物作成支援ツールを利用することに

よって、容易に作成できます。 

測量情報管理ファイル作成に当たっての留意点は次のとおりです。 

 

（1）～（2） 

（略） 

（3）作業規程名 

当該測量作業の基となった作業規程名を記入します。 

(例1)：農林水産省農村振興局測量作業規程(平成 25 年 3 月 29 日) 

 

（4）～（19） 

（略） 

7.11.4～7.11.6 

（略） 

7.12～7.15 

（略） 

8～10 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.9～7.10 

（略） 

7.11  管理ファイル 

7.11.1～7.11.2 

（略） 

7.11.3 測量情報管理ファイルの作成 

測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）を作成する際には、SURVEY03.DTD を電子納品 Web サイトか

ら取得します。なお、測量情報管理ファイルは、市販の電子成果物作成支援ツールを利用すること

によって、容易に作成できます。 

測量情報管理ファイル作成に当たっての留意点は次のとおりです。 

 

（1）～（2） 

（略） 

（3）作業規程名 

当該測量作業の基となった作業規程名を記入します。 

(例1)：農林水産省農村振興局測量作業規程(平成 23 年 4 月 1 日) 

 

（4）～（19） 

（略） 

7.11.4～7.11.6 

（略） 

7.12～7.15 

（略） 

8～10 

（略） 
 

 


