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ＤＴＤファイル名の国土交通省版との対比表 
要領名 国土交通省版 

 
農林水産省（農業農村

整備事業）版） 
備考 

●設計業務等の電子納品要領（案） 
業務管理ファイル 

INDE_D02.DTD INDED02N.DTD 
 

＿ を削除し農水省を表すＮを最後尾に付ける 

報告書管理ファイル REP02.DTD REP02N.DTD 農水省を表すＮを最後尾に付ける 
●工事完成図書の電子納品要領（案） 
工事管理ファイル 

INDE_C02.DTD INDEC02N.DTD ＿ を削除し農水省を表すＮを最後尾に付ける 

打合せ簿管理ファイル MEET02.DTD MEET02N.DTD 農水省を表すＮを最後尾に付ける 
施工計画管理ファイル PLAN02.DTD PLAN02N.DTD 同上 
その他資料管理ファイル OTHRS02.DTD OTHRS02N.DTD 同上 
●電子化図面データの作成要領（案） DRAW02.DTD DRAW02N.DTD 同上 

●電子化写真データの作成要領（案） PHOTO02.DTD PHOTO02N.DTD 同上 
●測量業務成果電子納品要領（案） 
測量情報管理ファイル 

SURVEY.DTD SURVEYN.DTD 同上 

測量成果管理ファイル SURKT01.DTD SURKT01N.DTD 同上 
●地質調査資料整理要領（案） 
その他管理ファイル 

OTHR0100.DTD OTH0100N.DTD R を削除し農水省を表すＮを最後尾に付ける 
 

地質情報管理ファイル BRG0130.DTD BRG0130N.DTD 農水省を表すＮを最後尾に付ける 
ボーリング交換用データ BED0200.DTD BED0200N.DTD 同上 
コア写真管理ファイル CPIC0100.DTD CPI0100N.DTD C を削除し農水省を表すＮを最後尾に付ける 
土質試験及び地質調査管理ファイル GTST0100.DTD GTS0100N.DTD T を削除し農水省を表すＮを最後尾に付ける 
土質試験結果一覧表データ ST0100.DTD ST0100N.DTD 農水省を表すＮを最後尾に付ける 
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ＤＴＤバージョン情報の国土交通省版との対比表 
要領名 国土交通省版 

 
農林水産省（農業農村整備事業）版 

（平成１５年度４月版） 
備考 

●設計業務等の電子納品要領（案） 
業務管理ファイル 
INDED02N.DTD 

<!ATTLIST gyomudata DTD_version 
CDATA #FIXED "02"> 

<!ATTLIST gyomudata DTD_version 
CDATA #FIXED "02_200304"> 

報告書管理ファイル 
REP02N.DTD 

<!ATTLIST reportdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02"> 

<!ATTLIST reportdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02_200304"> 

●工事完成図書の電子納品要領（案） 
工事管理ファイル 
INDEC02N.DTD 

<!ATTLIST constdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02"> 

<!ATTLIST constdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02_200304"> 

打合せ簿管理ファイル 
MEET02N.DTD 

<!ATTLIST meetdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02"> 

<!ATTLIST meetdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02_200304"> 

施工計画管理ファイル 
PLAN02N.DTD 

<!ATTLIST plandata DTD_version 
CDATA #FIXED "02"> 

<!ATTLIST plandata DTD_version 
CDATA #FIXED "02_200304"> 

その他資料管理ファイル 
OTHRS02N.DTD 

<!ATTLIST othrsdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02"> 

<!ATTLIST othrsdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02_200304"> 

●電子化図面データの作成要領（案）

DRAW02N.DTD 
<!ATTLIST drawingdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02"> 

<!ATTLIST drawingdata DTD_version 
CDATA #FIXED "02_200304"> 

●電子化写真データの作成要領（案）

PHOTO02N.DTD 
<!ATTLIST Photodata DTD_version 
CDATA #FIXED "02"> 

<!ATTLIST Photodata DTD_version 
CDATA #FIXED "02_200304"> 

国交省のバ

ージョン番号

の後に年度

を 表 す

_2003 とリリ

ー ス 月 を 表

す 04 を追加

する。 
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●測量業務成果電子納品要領（案） 
測量情報管理ファイル 
SURVEYN.DTD 

<!ATTLIST SURVEY DTD_version 
CDATA #FIXED "01"> 

<!ATTLIST SURVEY DTD_version 
CDATA #FIXED "01_200304"> 

測量成果管理ファイル 
SURKT01N.DTD 

<!ATTLIST KITEN DTD_version 
CDATA #FIXED "01"> 

<!ATTLIST KITEN DTD_version 
CDATA #FIXED "01_200304"> 

●地質調査資料整理要領（案） 
その他管理ファイル 
OTH0100N.DTD 

<!ATTLIST OTHERFILES DTD_version 
CDATA #FIXED "1.00"> 

<!ATTLIST OTHERFILES 
DTD_version CDATA #FIXED 
"1.00_200304"> 

地質情報管理ファイル 
BRG0130N.DTD 

<!ATTLIST BORING DTD_version 
CDATA #FIXED "1.30"> 

<!ATTLIST BORING DTD_version 
CDATA #FIXED "1.30_200304"> 

ボーリング交換用データ 
BED0200N.DTD 

<!ATTLIST ボ ー リ ン グ 情 報 
DTD_version CDATA #FIXED "2.00"> 

<!ATTLIST ボ ー リ ン グ 情 報 
DTD_version CDATA #FIXED 
"2.00_200304"> 

コア写真管理ファイル 
CPI0100N.DTD 

<!ATTLIST COREPICTURE 
DTD_version CDATA #FIXED "1.00"> 

<!ATTLIST COREPICTURE 
DTD_version CDATA #FIXED 
"1.00_200304"> 

土質試験及び地質調査管理ファイル 
GTS0100N.DTD 

<!ATTLIST GRNDTEST DTD_version 
CDATA #FIXED "1.00"> 

<!ATTLIST GRNDTEST DTD_version 
CDATA #FIXED "1.00_200304"> 

土質試験結果一覧表データ 
ST0100N.DTD 

<!ATTLIST SOILTESTLIST 
DTD_version CDATA #FIXED "1.00"> 

<!ATTLIST SOILTESTLIST 
DTD_version CDATA #FIXED 
"1.00_200304"> 

 
 
 

 

 


