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１ 本ガイドライン（案）の取り扱い 
 

電子化図面データ作成運用ガイドライン（案）（以下、「本案」という。）は、平成14年4月か

ら業務での運用と工事での試行を開始する電子納品に対応した「電子化図面データの作成要領

（案）」（以下「要領（案）」という。）に基づく電子化図面データを作成するにあたり、運用の

統一を図ることを目的に当面の措置として作成したものである。 

 

本案では、次の項目について解説している。 

・ 要領（案）にて監督職員との協議事項とされている項目などの具体的な取扱い方法。 

・ 要領（案）規定されていない工種についての「ファイル名」の設定方法。 

・ 要領（案）規定されていない工種についての「レイヤ名」の設定方法。 

 

平成１４年１１月改訂の要領（案）には工種別規定として農道とパイプラインのみが記

載されており、今後、農道及びパイプライン以外の工種が逐次要領（案）に追加される予

定であることから、新たに工種が追加された場合には、要領（案）にのっとり電子化図面

データを作成することとなる。従って、要領（案）に追加された工種については、本ガイ

ドライン（案）の工種に関する取扱いは適用しないように注意する必要がある。 

また、要領（案）の工種別規定では、実施設計時に作成される標準的な図面内容につい

ての解説を行っている。従って、規定の適用が困難な項目及び規定に示されない項目の取

扱いについては、業務又は工事内容に応じて適宜判断する必要がある。また、従来どおり

工事発注段階においては契約図面と参考図の使い分けに注意する必要がある。 

 

本案は平成 14 年 4 月以降に契約する業務及び工事から適用するものである。また、本案は必

要に応じて逐次見直していくこととする。 
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２ 監督職員との協議事項等の取り扱い 
 
２-１ 図面の大きさ 

A1、A2、A0 の各サイズを一般的に使用可能な図面サイズとし、その他の図面サイズを使用

する場合には、その必要性を十分に判断し規定の優先順位（第１類～第３類）により使用

サイズを決定する。 

（説明） 

要領（案）1-2-1「図面の大きさ」についての解説では、「表 1-1 によらない大きさを使用

する場合は、監督職員と協議のうえ決定することとする。」とされているが、通常の業務で取

り扱う図面サイズとしては、同規定による標準サイズ「A 列サイズ（第１類）A1」の他、A2

または A0 サイズが使用されることが一般的であり、その他のサイズについては特別な理由が

ない場合には使用しないように請負者に対して指導を行う必要がある。 

 

表１－１ 図面の大きさの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-２ 表題欄     

表題欄の各項目については、次の内容を記載することを標準とする。 

（説明） 

要領（案）1-2-4「表題欄」において標準的な表題欄を示しているが、各項目についての具

体的記述内容は次のとおりとする。 

 

工事名欄：「工事名」の他、必要に応じて「年度」・「地区名」又は「事業名」及び

「変更回数」を記載する。 

 

図面名欄：当該図面の「図面名称」（従来どおりの任意名称）を記載するとともに、

同じ名称を持つ図面が複数ある場合には、「図面番号」の枝番を併記する。 

(単位　：　mm)

呼び方 呼び方 寸法 a×b 呼び方 寸法 a×b
A0X2 1189X1682
A0X3 1189X2523
A1X3 841X1783
A1X4 841X2378
A2X3 594X1261
A2X4 594X1682
A2X5 594X2102

A3X3 420X891 A3X5 420X1486
A3X6 420X1783

A3X4 420X1189 A3X7 420X2080

A4X3 297X630
A4X7

A4X4 297X841 297X1682

A4X5
A4X6

A4X8
A4X9

297X1261
297X1051

297X1471

297X1892
A4 210X297

例外延長サイズ（第 3類）

A1 594X841

A2 420X594

特別延長サイズ（第 2類）

A3 297X420

A列サイズ（第 1類）

A0 841X1189

寸法 a×b

※

※
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     例）図面番号２番の「平面図」が３枚ある場合には次のとおり記載する。           

図面名欄 図面番号欄 

平面図（１／３） ２－１／３ 

平面図（２／３） ２－２／３ 

平面図（３／３） ２－３／３ 

 

年月日欄：業務または工事における工期（竣工日）を和暦で記載する。 

 

尺 度 欄：代表的な「尺度」（縮尺・倍尺・現尺）を記載する。 

 

図面番号欄：従来どおり図面種類毎に設けた「図面番号」と複数枚ある場合の「枝

番」を併記する。 

 

会社名欄：会社名には作成責任の所在を明確にするため業務・工事の受注者名（支

店名まで）を記入する。 
 

事業（務）所名欄：局契約・所長専決に係わらず、農政局名及び事業（務）所名を

併記する。 

注）各項目欄の標準高さ（１０㎜）に必要な内容が記載できない場合には適宜幅を

調整することとする。 

なお、業務発注～管理までの間の「会社名」の記載内容及び「法的所有者」の区分について

は次表のとおりである。 

２-３ 尺度 

CAD ソフトの機能として、同一ファイル内に異縮尺の図面を描画する機能及び縦横の縮尺を

変える機能については、使用することを標準とする。 
（説明） 

要領（案）1-3「尺度」についての解説（２）では、「上記機能を有する CAD で作図する場

合は、この機能を有するか否かを事前に監督職員と協議するものとし、使用しない場合は

（１）に準じて作図する。」とされているが、「上記機能」とは同一ファイル内に異縮尺の図

面を描画する機能及び縦横の縮尺を変える機能のことを指している。 

これらの機能は、現時点で市販されている CAD ソフトの機能としては一般的な機能と考え

られることから、同機能を使用することを標準とする。ただし、この場合には電子納品用フ

ァイル形式である SXF 形式（P21）に正しく変換できる CAD ソフトが少ない（オープン CAD

フォーマット評議会：OCF でのレベル２認定が目安）ことから、電子納品用ファイル形式に

段   　階 会社名 法的所有者

業務契約時 無記入 発注機関

業務実施中 コンサルタント

業務成果納品時

工事契約時 無記入

工事実施中 建設会社

工事成果納品時

管理段階
発注機関

コンサルタント名

発注機関

建設会社名
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ついては DXF 等の既存形式によることを標準とする。（平成１５年度より SXF 形式での納品

が必要となる） 

 
２-４ CAD データ中の文字・線 

構造物の形状を示す線の太さは0.5mm以上とし、その他の線の太さは0.25mm以上とする。ま

た、文字及び数字の大きさは3.5mm以上とする。 

（説明） 

マイクロフィルムに保存する場合等を考慮し、上記のとおりとする事を標準として取扱う

ものとする。 

 

特定機種固有の文字の使用については、電子納品データの再利用を前提に考える必要があ

ることから使用しないことを標準とする。 

（説明） 

要領（案）1-5-1「CADデータ中の文字」についての解説（１）では、「・・・JISコードに

規定されていない平方メートルやパーミルといった単位記号は受発注者間協議により利用

を検討することとする。」とされているが、特定機種固有の文字の使用については、電子納

品データの再利用を前提に考える必要があることから使用しないことを標準とする。ただし、

他の基準等によりその表記が規定されているなどの特別の場合については、個別に判断でき

ることとする。 

 

なお、「運用の際には電子データ交換ガイドブックも併せて参考とする」との記述がある

が、同ガイドブックでは「文字についても、フォントやサイズ等の属性を保持できなかった

り、線分の集合として認識する可能性がある。ただし、文字化けといった問題については、

1.* 半角カタカナ・外字を利用しない、2.漢字についてJIS コードの第1・第2 水準のみを

使用する、といった方法である程度対処できる可能性がある。」とされている。 

 

 
２-５ CAD データ交換フォーマット 

業務及び工事の途中における協議などにおいては、sfc 形式で交換することを標準とする。 

ただし、平成１４年度においてはこの限りではない。 

（説明） 

要領（案）1-8「CAD データ交換フォーマット」についての解説では、「業務及び工事の途

中における協議などで交換する CAD データについては、受発注者双方で協議の上フォーマッ

トを決定してもよい。」とされているが、原則としている SXF(P21)でのデータ交換とした場

合、sfc 形式に比べ P21 形式はファイルサイズがかなり大きいことから、実際の交換には不
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適である。従って、業務及び工事の途中における協議などにおいては、sfc 形式で交換する

ことを標準とする。なお、平成１４年度については CAD ベンダーの SXF 対応待ちの暫定期間

とされていることから、DXF 形式等の既存のファイル形式による CAD データ交換フォーマッ

トとしてもよい。 

 
２-６ ファイル名 

電子納品用のファイル名の構成要素として使用する「整理番号」については当面「０」を

標準とする。 

（説明） 

要領（案）1-9「ファイル名」についての解説では、「整理番号は、ライフサイクル、図面

種類、図面番号をより詳細に区分するためのものであり付番の方法は監督職員と協議するこ

ととする。」とされているが、現時点では「ライフサイクル」「図面種類」「図面番号」に「改

訂履歴」を加えた４項目によりファイル名を作成することで電子納品データの再利用に必要

な分類ついては十分であると考えられる。従って、電子納品用のファイル名の構成要素とし

て使用する「整理番号」については当面「０」を標準とする。ただし、作業用の WORK ファ

イルとしてファイルを分類したい場合などの業務過程での運用については、受発注者間で合

意のうえで適宜「０」以外の番号を使用してもよいものとする。なお、その際には最終電子

納品ファイルとして同ファイル名が使用されない様に特に注意する必要がある。 

また、従来より運用されている図面番号の付加方法では、ファイル名の構成要素である「図

面番号」に表題欄の図面番号を用いる事が適切でないため、別途通し番号を付けて管理する

事とする。 

(例)  D０ PL 001 1.拡張子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂履歴：履歴の表し方は、最初に 0～9 を用い、それ以上の改訂が生

じた場合は、A～Y を用いる。最終成果は Z とする。ここでは、１回の

改訂があることを表している。 

図面番号：表題欄の図面番号順に 001～999の通し番号とする。 

図面種類：平面図、縦断図等を表す。ここでは平面図を表している。 

整理番号：設計段階における詳細設計、予備設計等の区分けや、施工段

階における仮設図、切廻し図等の区分けを表す。標準値＝０ 

ライフサイクル：測量、設計、施工、維持管理の各段階を表す。ここで

は、設計段階を表している。 
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２-７ レイヤ名 

作業用レイヤのうち「作図用の補助線」のように後々の作業に支障を及ぼさないと判別で

きる作業用レイヤについては、電子納品用ファイルからは消去することを標準とする。 

（説明） 

要領（案）1-10「レイヤ名」についての解説（３）では、「・・・また、補助線など作成す

る際に用いるデータは適宜「作業レイヤ」（×－WORK）に作図する。作業レイヤの扱いにつ

いては、監督職員と協議する。」とされているが、作図を行う上での補助線については、通

常目的物を作図した時点でその役割は無くなり、例え補助線のレイヤを消去したファイルが

次のライフサイクル段階に移り修正等を加えるにしても、既に作図された目的物を基準に作

図を行うことができると考えられる。従って、作図用の補助線のように後々の作業に支障を

及ぼさないと判別できる作業用レイヤについては、電子納品用ファイルからは消去すること

を標準とする。 
 
２-８ 成果品 

「成果品」については、CD-R での納品を指示する。 

（説明） 

要領（案）1-12「成果品」についての解説（１）では、「・・・電子媒体及び容量は、受発

注者の機器整備状況に応じて慎重な協議の上決定する。」とされているが、電子納品用の媒

体については、電子納品運用ガイドライン(案)（業務編）の 3-3-1 内「受注者への指示事項」

において「CD-R での納品を指示すること」とされていることから、同ガイドラインによる運

用に従う必要がある。 
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３ ファイル名の設定 
 

３-１基本事項 

国土交通省の同類工種に関する規定についてはそのまま採用し、農林水産省独自で規定

する部分を必要最小限にする。 

（説明） 

農林水産省において工種別に設定するファイル名については、過去の実績等から利用頻

度の高い工種の順に要領（案）に追加する予定で作業を進めている。具体的な作成作業にあ

たっては、先行して電子納品諸基準を定めている国土交通省の同類の工種に関する規定と実

際の工事契約に契約図書として使用されている図面事例などを参考として決定している。 

請負業者側のスムーズな電子化図面データ作成及び地方公共団体での電子納品取組状況

などから、可能な限り国土交通省の同類工種に関する規定についてはそのまま採用し、農林

水産省独自で規定する部分を必要最小限にすることを要領（案）検討の基本としている。 

 

３-２ファイル名の考え方 

事業に伴う大量の CAD データを検索する事を想定し「ファイル名から図面種類、図面番

号、改訂履歴がある程度把握できることが必要」との前提条件に基づき、その構成要素

が設定されている。ファイル名の構成要素の中で工種別に設定される項目は「図面種類」

のみで、工種別の図面名から適当な英文を作成し、その中から半角英数２文字を抽出し

ている。 

（説明） 

 

（ファイル名の例）D0PL0011.P21  

このファイル名を構成要素で書き直すと 

[ﾗｲﾌｻｲｸﾙ][整理番号][図面種類][図面番号][改訂履歴].拡張子 となり、各構

成要素の記述内容は次表のとおりである。 

 

＜ファイル名構成要素＞ 

構成要素 使用可能文字及び字数 記述内容 

①ﾗｲﾌｻｲｸﾙ 半角英数 １文字 S-測量、D-設計、C-施工、M-維持管理 

②整理番号 半角英数大文字 １文字 0～9、A～Z  ＊標準値は「０」とする 

③図面種類 半角英数 ２文字 図面名の略記号  ex 平面図:PL 

④図面番号 半角英数 ３文字 001～999の通し番号 

⑤改訂履歴 半角英数大文字 １文字 0～9、A～Z、最終改訂は Zとする 

拡張子 半角英数大文字 H14 年度までは使用ソフトに依存（DXF

が標準）、H15 年度より P21 に統一 



 

 8

 

各段階におけるファイル名の具体的記述内容は次のとおりである。 

 

３-３ファイル名の設定方法 

要領（案）にない工種についてはファイル名が示されていない事から、次の優先順にフ

ァイル名を設定する。 

(1)標準的なファイル名（図面種類）の使用 

(2)他省庁基準からのファイル名の準用 

(3)設定例を参考に暫定的なファイル名を設定 

（説明） 

要領（案）においては、「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は監

督職員と協議すること」とされている。当面ファイル名の設定については、次の順に取り

扱うものとする。 

 

（１） 標準的なファイル名（図面種類）の使用 

次の各図面種類については、工種に関係なく共通のファイル名として利用可能であるこ

とから、標準的なファイル名として各工種に使用することを標準とする。 

図面種類 図面名称 英文内容 

LC 位置図 LoCation 

PL 平面図 PLan 

PF 縦断図 ProFile 

PP 平面縦断図 Plan and Profile 

SS 標準横断図 Standard cross Section 

GV 一般図 General View 

GS 構造一般図 General view of Super Structure 

RW 復旧工図 Restroration Work 

TS 仮設図 Temporally Structure 

（２）他省庁基準からのファイル名の準用 

国土交通省で公表されている CAD 製図基準（案）等の他省庁基準に示される図面種類に

類似したファイル名を準用できる場合には準用してもよいこととする。 

区　　　　分 作成者 ファイル名（例） 備　　　　　考

(1)測量業務最終成果品 請負者 S0PL002Z.P21 ［ﾗｲﾌｻｲｸﾙ］S、［整理番号］0、
［改訂履歴］Zは固定される。

(2)設計業務最終成果品 請負者 D0PL002Z.P21 ［ﾗｲﾌｻｲｸﾙ］D、［整理番号］0、
［改訂履歴］Zは固定される。

(3)工事契約図面（当初） 発注者 C0PL002O.P21 ［ﾗｲﾌｻｲｸﾙ］C、［整理番号］0、
［改訂履歴］0は固定される。

(4)工事契約図面（変更） 発注者 C0PL002n.P21 ［ﾗｲﾌｻｲｸﾙ］C、［整理番号］0、
［改訂履歴］ｎは変更回数を示す。

(5)工事成果品
　　　　（発注・完成図）

請負者 C0PL002Z.P21 ［ﾗｲﾌｻｲｸﾙ］C、［整理番号］0、
［改訂履歴］Zは固定される。

注）フィル名（例）でのPL002は図面名が平面図、図面番号（整理番号）が002である場合を例として
記載した。実際には図面番号は変化する場合がある。
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（３）上記のいずれにも該当しない場合 

標準的なファイル名及び他省庁基準からの準用できない図面種類については、次の設定

例を参考に適切なファイル名を設定する。 

要領（案）に工種追加（平成１４年度内）を予定している農林水産省独自工種「パイ

プライン」おけるファイル名の設定例を示す。 

<設定例>  

設計区分
ﾗｲﾌｻ
ｲｸﾙ

整理
番号

図面
種類

図面
番号

改訂
履歴

拡張
子

図面名 図面種類英文内容

パイプライン実施設計
S・D・
C・M 0～9 LC

001～
999

0～9
A～Z

拡張
子 位置図 LoCation

PP 平面縦断図 Plan and Profile

CS 横断図 Cross Section

SS 標準横断図 Standard cross Section

TB スラストブロック構造図 Thrust Block  (structure)

AS 付帯施設構造図 Additional  Structure

DP 異形管構造詳細図 Deformed  Pipes

RW 復旧工図 Restroration　Work

TS 仮設図 Temporally　Structure

PA 管割図 Pipe　Arrangement

EW 土工図 Earth Work

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

 

<解説> 

上表の図面名称については、全国の図面収集事例より標準的な図面名を抽出した結果

を基本として採用している。 

付帯施設構造図に含まれる図面の中に「分水工」「制水弁工」「排泥工」「空気弁工」の

４つの図面名による図面作成事例が比較的多く確認された。この様に具体的な施設を限

定した図面名については「通気工」「斜面工」「余水吐」「水抜工」「暫定取水工」などが

あるが利用される度合いは比較的少ないものであった。 

付帯施設を含む全ての構造物に関する図面名を設定することについては、図面作成作

業が煩雑になることが予想されることや、電子納品成果品の活用において頻度の少ない

構造物のファイル名を分割して図面管理を行うだけの必要性が未確定であることから、

比較的多く確認された４つの図面も含め「付帯施設構造図」略記号 AS としてまとめたも

のである。 

また、表中の「図面種類英文内容」については、国土交通省の規定から使用可能なも

のを選定した「付帯施設構造図 Additional  Structure」のほか、土木用用語辞典より

引用した「スラストブロック構造図 Thrust Block  (structure)」、引用図書等のない「管

割図 Pipe Arrangement」などによっている。 

注）上記設定例と要領（案）の改訂内容が異なる場合には、要領（案）の規定による事。 
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４ レイヤ名の設定 
 

４-１基本事項 

国土交通省の同類規定についてはそのまま採用し、農林水産省独自で規定する部分を必

要最小限にする。 

 （説明） 

農林水産省において図面別に設定するレイヤ名については、先行して電子納品諸基準を

定めている国土交通省の規定と工事請負契約書に基づく設計図書の図面事例などを参考に

決定している。また、可能な限り国土交通省の同類規定についてはそのまま採用し、農林水

産省独自で規定する部分を必要最小限にすることを要領（案）検討の基本としている。 

このことは、ファイル名の設定と同様の考えである。 

 

４-２レイヤ名の考え方 

データの利活用の観点から「図形要素の修正、検索が容易になること」「レイヤ名から

図形要素・補助図形要素が把握できること」を条件として、その構成要素が設定されて

います。レイヤの作成または修正を行う際の責任主体を明確に区分するために、レイヤ

に加工を加えた段階毎に「責任主体」（測量－S、設計－D、施工－C、維持管理－M）を

変更する。「図面ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ」と「作図要素」については、固定された名称が既に設定さ

れていることから、どの「図面ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ」のどの「作図要素」を作図するかによりレイ

ヤ名は決定されます。 

（説明） 

（レイヤ名の例）D－STR－HTXT    

このレイヤ名を構成要素の名前で書き直すと 

[責任主体]－[図面ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ]－[作図要素] となる。 

 

ファイル名の構成要素において「ライフサイクル」を管理しているので、レイヤ名の「責

任主体」においては、レイヤに加工を加えた段階毎に変更を加える事で、どのライフサイ

クルにおいてもレイヤを加工した責任主体が明確になる。 

従って、設計業務成果品から官側が用意する工事契約図面を作成する場合、加工を加え

たレイヤについては、当該レイヤ名の「責任主体」は「S」または「D」から「C」に書き改

める必要がある。 

 

「図面ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ」と「作図要素」の組合せは原則として次表のとおりとします。全ての

工種に共通して次表の中から組合せを選択することでレイヤ名の設定ができる。なお、こ

れによりがたい場合には要領（案）の解説に示す「図面ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ」に OTHRS を使用する。 
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〈組合せ例〉 

図面ｵ
ﾌﾞｼﾞｪｸﾄ

作図
要素

レイヤに含まれる内容 線色
図面ｵ
ﾌﾞｼﾞｪｸﾄ

作図
要素

レイヤに含まれる内容 線色

TTL 外枠 黄 STR 主構造物外形線 赤

FRAM タイトル枠 黄 STR1 構造物1 赤

LINE 区切り線、罫線 白 STRn 構造物n（その他の構造物等） 任意

TXT 文字列 白 DIM 寸法線、寸法値 白

BAND 縦断図の帯（文字を含む） 白 TXT 文字列 白

BGD 現況地物 白 HTXT 旗上げ 白

HICN 等高線の計曲線 赤 BYP 副構造物外形線 任意

LWCN 等高線の主曲線 白 STR1 構造物1 任意

CRST 主な横断構造物 白 STRn 構造物n（その他の構造物等） 任意

ETRL 推定支持層線 白 DIM 寸法線、寸法値 白

RSTR ラスタ化された地図 － TXT 文字列 白

EXST 特に明示すべき現況地物 白 HTXT 旗上げ 白

BRG ボーリング柱状図 白 MTR 材料表タイトル 白

BNDR 地質境界線 白 FRAM 材料表図枠 白

EXPL 物理探査データ 白 TXT 文字列 白

BNDF 土質分布 任意 MTXT 数量表示文字列 白

DIM 寸法線、寸法値 白 DCR HCH1 ハッチ部1 白

TXT 文字列 白 HCH2 ハッチ部2 橙

HTXT 旗上げ 白 HCHn ハッチ部n 任意

BMK 構造物基準線 黄 MRK1 記号１（接合材） 赤

SRVR
準 測

ト） 緑 MRKn 記号ｎ 任意

ROW 用地境界（幅杭） 橙

HTXT 旗上げ 白  

 

表中の「レイヤに含まれる内容」欄で複数番号を意味する「構造物 n」などのほか、「地質

境界線」などのように「線色」が「任意」となっているレイヤについては、作図する他のレ

イヤの線色との取合せ及び作図要素の重要度などから、使用する線色を適宜判断して作図す

る。 
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（参考） 

今後追加する工種を規定する場合は、要領（案）の規定に基づき目的と機能から図面を

１種～４種に分類し図面毎に作図すべき図面ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを設定した組合せを基本に、工種

別図面別のレイヤ名一覧表を作成することが必要となる。参考までに同分類及び組み合

わせについて記述した要領（案）の抜粋を示す。 

＜要領（案）抜粋＞ 

1． ファイルの分類 

すべてのファイルを、目的と機能から 4 種類に大別する。 

分類名 目  的 図面例 含まれる内容等 摘 要 
【１種】 
案内図 

工事箇所を特定し、既存の

施設との関係を明示する

図面。公共座標との関連を

示すこともある。 

位置図、 
一般図 

工事箇所、始点終点、工事

要素の名称など。 
 

基図に地理院発行の地

形図（1/2.5 万、1/5 万）

を用いる場合が多い。 

【２種】 
説明図 

工事区域内で使用される

座標、測点系による工事の

全体の形状、含まれる工種

の全貌を示す図面。 

一般平面図、 
縦断（面）図 
横断（面）図 
応力図、 
仮設工一般図 

本体構造物、地形、 
水位・潮位、土質・地質、

主要な競合する既設工作

物など。 

工事数量の算出には通

常用いられない。 

【3 種】 
構造図 

個別の構造物の形状、組合

せ、寸法、材質、仕上げ精

度などを示す図面 

○○構造図、 
○○工、 
標準断面図、 
用排水系統図 
単線結線図 

仕上りの形状・寸法を、ま

たは材料、部品の組合せな

ど。 

この下位に詳細図が無

い場合、数量算出の根

拠となる。 

【4 種】 
詳細図 
 

単一の部材の形状・寸法、

数量を示す。またその組合

せで複数の部材を表現す

る図面。 

○○詳細図、 
配筋図、 
細部構造図、 
土積図 

材料（切土、盛土）単体の

形状、寸法、材質、規格、

重量。 
（数量集計表を含む。） 

数量算出の根拠とな

る。仕上りの向き、形

とは一致しないことが

多い。 
注）仮設工についても、図面の性格により、全体を説明する図、構造形態を表す図、数量算定根拠となる図に区分される。 
 

2．レイヤの分類 
各々の種別ファイルの図面オブジェクトを内容別に 7 項目に分類する。 

図面オブジェクト 記  載  内  容 

1 図    枠 TTL 外枠、表題欄、罫線、文字、縦断図の帯枠 

2 背    景 BGD 主曲線、計曲線、現況地物、既設構造物（現在あるもの）、等 

3 基   準 BMK 基準点、測量ポイント、中心線、幅杭、等 

4 主構造物 STR 当該図面名称であらわすような構造物 

5 副構造物 BYP 主構造から派生する構造物 

6 材 料 表 MTR 切盛土、コンクリート、鉄筋加工、数量（購入品、規格、…） 

7 説明､着色 DCR ハッチ、シンボル、塗りつぶし、記号、など 
 

3．ファイル種別と図面オブジェクトの組合せ 

各種別のファイルと図面オブジェクト項目の組合せについて下記に示す。 

【1種】案内図 【2種】説明図 【3種】構造図 【4種】詳細図 ファイル種別 
工事箇所の位置

を示す図面 

縦横断図等全体

を示す図面 

個別の構造物を

示す図面 

数量算定の根拠

となる図面 

１ 図  枠 TTL ○ ○ ○ ○ 

２ 背  景 BGD ○ ○ △ － 

３ 基  準 BMK ○ ○ ○ △ 

４ 主構造物 STR ○ ○ ○ ○ 

５ 副構造物 BYP － △ ○ ○ 

６ 材 料 表 MTR － － － ○ 

７ 説明､着色 DCR △ ○ ○ ○ 
注）○：必ず描画、△：描画は任意、－：描画しない 


