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はじめに 
 

「3 次元設計データ交換標準」データから「TS による出来形管理に用いる施工管理デー

タ交換標準」データへの変換ロジック（案）（以下、本書という）は、「3 次元設計データ交

換標準」のデータから「TS による出来形管理に用いる施工管理データ交換標準」のデータ

へ変換するためのロジックを取りまとめたものである。 

 

本書は、「3 次元設計データ交換標準」や「TS による出来形管理に用いる施工管理データ

交換標準」のデータを取り扱うソフトウェアの開発者がデータ変換機能を設ける場合の参

考資料として取り扱うものとする。 
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1  適用の範囲 

本書は、「3 次元設計データ交換標準」に基づく設計データから「TS による出来形管理に

用いる施工管理データ交換標準」に基づく TS 出来形管理用データに変換するためのソフト

ウェア等に適用する。 

ソフトウェア開発者は、本書の変換ロジックを参考に「3 次元設計データ交換標準」と「TS

による出来形管理に用いる施工管理データ交換標準」の対応関係等を理解し、変換機能を

開発することを想定する。 

なお、本書は、本ロジックを満足する範囲で開発者が創意工夫を加えることを制限する

ものではない。 

 

【解説】 

本書は、3 次元設計データ交換標準に基づくデータ（以下、3 次元設計データ）から

TS による出来形管理に用いる施工管理データ交換標準に基づくデータ（以下、TS 出来

形管理用データ）に変換するためのロジックを示すものであり、主に TS 出来形管理用デ

ータを作成するソフトウェアに適用する。 

 

図 1-1 本書の適用場面 
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3 次元設計データから変換できる TS 出来形管理用データは表 1 に示すとおり、主に形

状に係るデータである。施工段階特有の情報は 3 次元設計データから変換できない。 

表 1 3 次元設計データから TS 出来形管理用データに変換可能な要素 

No. TS 出来形管理用データの要素名 
3 次元設計データ 
からの変換の可否 

備考 

1 ファイル管理の情報（FileInfo） ×  

2 構築物情報（StructureType） ×  

3 座標参照系セット（rgm:CRSs） ○  

4 工事基準点セット（ControlPoints） ×  

5 道路構築物情報（rgm:RoadGm） ○  

6 
出来形横断面セット 
（XSections） 

断面定義パターン 
からの変換 ※1 

○ 
一部変換できない 
要素・属性あり 

7 
要素定義パターン 
からの変換 ※2 

○ 
一部変換できない 
要素・属性あり 

8 計測点セット（MeasurePnts） ×  

9 計測機器設置セット（SurveySets） ×  

10 座標点（Pnt） ○  

※1 3 次元設計データが断面定義パターンで作成されている場合の変換 

※2 3 次元設計データが要素定義パターンで作成されている場合の変換 

 

なお、3 次元設計データから TS 出来形管理用データへの変換ロジックは、大きく以下

の 2 つの方法がありうる。本書は、可能な限り「①【自動変換】」を採用することを念頭

に記載し、不足するものについて「②【手動変換】」にて入力を求めるよう記載している。 

 

① ソフトウェア利用者の判断・情報追加をせずに自動的に変換する方法 【自動変換】 

各標準の要素や属性の対応関係が明確な場合の変換方法。本書では各標準の要

素や属性の対応関係を示す。 

 

② ソフトウェア利用者の判断・情報追加によって手動で変換する方法 【手動変換】 

3 次元設計データの情報だけでは変換できず、利用者による判断や情報追加が必

要となる（対応する要素や属性がない場合）。 

手動変換には、利用者がキーボード等で直接入力する場合や 3 次元設計データ

以外の他のファイルから読み込む場合などの方法が想定される。 
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2  変換ロジック 

TS 出来形管理用データの各情報について、3 次元設計データから変換方法（変換ロジッ

ク）を以下に示す。TS 出来形管理用データの要素ごとに変換ロジックを示す。 

 

2-1  ファイル管理の情報（FileInfo） 

 

ファイル管理の情報は 3 次元設計データに該当情報がないことから、変換して作成する

ことはできない。別途、データ作成者にて手動変換する。 

 

【解説】 

表 2 に示す情報は、3 次元設計データから変換できないため手動変換を支援する機能

（情報登録機能等）を設ける必要がある。 

表 2 ファイル管理の情報の要素・属性 

要素名 属性名 必須項目 変換方法 

FileInfo 

ファイル管理の情報 

createDate 作成日時 必須 手動変換 

changeDate 修正日時  手動変換 

note 注記  手動変換 

 

2-2  構築物情報（StructureType） 

 

構築物情報は 3 次元設計データに該当情報がないことから、変換して作成することはで

きない。別途、データ作成者にて手動変換する。 

 

【解説】 

表 3 に示す情報は、3 次元設計データから変換できないため手動変換機能（情報登録

機能等）を設ける必要がある。 

表 3 構築物情報の要素・属性 

要素名 属性名 必須項目 変換方法 

StructureType 

構築物情報 

type 構築物種別 必須 手動変換 

jobName 工事名   手動変換 

company 施工業者名   手動変換 

stationType 測点形式 必須 手動変換 
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2-3  座標参照系セット（rgm:CRSs） 

 

座標参照系セットについては、3 次元設計データと TS 出来形管理用データで全く同じ定

義であることから、自動変換を行う。 

 

【解説】 

表 4 に示す座標参照系セットの要素・属性の定義は、3 次元設計データと TS 出来形管

理用データで全く同じであることから、そのまま移行することで自動変換できる。 

 

表 4 座標参照系セットの要素・属性 

要素名 属性名 必須項目 変換方法 

rgm:CRSs 座標参照系セット      自動変換 

  rgm:CRS 座標参照系 CRSName 座標系名称 必須 自動変換 

   rgm:GeodeticDatum 測地原子    自動変換 

   
rgm:VerticalDatum 鉛直原子 

StdName 基準面名 必須 自動変換 

   DifferToTP TP との標高差 必須 自動変換 

   
rgm:HorizontalCoordinateSystem

水平座標系 
   自動変換 

   
rgm:VerticalCoordinateSystem 鉛

直座標系 
   自動変換 

   rgm:Remark 座標系注意点    自動変換 
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2-4  工事基準点セット（ControlPoints） 

 

工事基準点セットは 3 次元設計データに該当情報がないことから、変換して作成するこ

とはできない。別途、データ作成者にて手動変換する。 

 

【解説】 

表 5 に示す情報は、3 次元設計データから変換できないため手動変換機能（情報登録

機能や TS 機器が管理している座標データや SIMA 等の座標ファイルから読込む機能等）

を設ける必要がある。 

 

表 5 工事基準点セットの要素・属性 

要素名 属性名 必須項目 変換方法 

ControlPoints 工事基準点セット refCRS 参照座標系 必須 手動変換 

 

ControlPoint 

基準点 

name 基準点の名称 必須 手動変換 

x X 座標 必須 手動変換 

y Y 座標 必須 手動変換 

E 標高  手動変換 

class 基準点の種類  手動変換 

note 注記  手動変換 

BenchMark 

水準点 

name 基準点の名称 必須 手動変換 

x X 座標 必須 手動変換 

y Y 座標 必須 手動変換 

E 標高  手動変換 

class 基準点の種類  手動変換 

note 注記  手動変換 
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2-5  道路構築物情報（rgm:RoadGm） 

 

TS 出来形管理用データの道路構築物情報は、3 次元設計データの 3 次元構築物情報に対

応するものがあることから、表 6 の対応関係に基づき自動変換する。 

 

【解説】 

表 6 に TS 出来形管理用データの道路構築物情報と 3 次元設計データの 3 次元構築物

情報との対応関係を示す。なお、表 6 の 3 次元設計データの 3 次元構築物情報は、TS

出来形管理用データの道路構築物情報に対応するもののみ記載している。 
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表 6 3 次元設計データと TS 出来形管理用データとの対応関係（3 次元構築物情報から道路構築物情報への変換） 

3 次元設計データ （注）変換に関係する部分のみ 対応 TS 出来形管理用データ 

要素名 属性 条件  条件 属性 変換方法 要素 

ThreeDimensionalDesignGm 

3 次元構築物情報 

RouteName 路線名 必須 ⇒ 必須 路線名 RouteName 自動変換 

rgm:RoadGm 道路構築物情報 

designGmType 構築物情報種別 必須      

Classification 規格・等級 必須 ⇒ 必須 道路規格 Classification 自動変換 

DesignSpeed 設計速度   ⇒ 必須 設計速度 DesignSpeed 自動変換 

TrafficVolume 設計交通量   ⇒  設計交通量 TrafficVolume 自動変換 

side 左右岸区分 
必須

（河川の場合）
     

  Alignments 中心線形セット（堤防法線セット）              自動変換 rgm:Alignments 道路中心線セット  

    Alignment 

中心線形（堤防法線） 

Name 名称 必須 ⇒ 必須 名称 Name 自動変換 rgm:Alignment 

道路中心線形 

   

    RefCRS 参照座標系 必須 ⇒ 必須 参照座標系 RefCRS 自動変換    

              Note 注記   ⇒   注記 Note 自動変換            

      Horizontal 平面線形 Name 名称 必須 ⇒ 必須 名称 Name 自動変換 rgm:Horizontal 平面線形      

              StartStationNO 開始測点番号 必須 ⇒ 必須 開始測点番号 StartStationNO 自動変換            

              StartAddDist 開始点追加距離 必須 ⇒ 必須 開始点追加距離 StartAddDist 自動変換            

              CumulativeDist 累加距離標 必須 ⇒ 必須 開始点累加距離標 CumulativeDist 自動変換            

              EndStationNO 終了測点番号 必須 ⇒ 必須 終了測点番号 EndStationNO 自動変換            

              EndAddDist 終了点追加距離 必須 ⇒ 必須 終了点追加距離 EndAddDist 自動変換            

              Length 総延長 必須 ⇒ 必須 総延長 Length 自動変換            

              Method 線形計算手法名 必須 ⇒ 必須 線形計算手法名 Method 自動変換            

              Note 注記   ⇒   注記 Note 自動変換            

        
StationEquation 

測点定義 
             自動変換 

rgm:StationEquation 

測点定義 
       

          Interval 

測点間隔 

Main 主測点間隔 必須 ⇒ 必須 主測点間隔 Main 自動変換 rgm:Interval 

測点間隔  

         

          Sub 副測点間隔   ⇒ 必須 副測点間隔 Sub 自動変換          
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3 次元設計データ （注）変換に関係する部分のみ 対応 TS 出来形管理用データ 

要素名 属性 条件  条件 属性 変換方法 要素 

          
Brake 

ブレーキ 

BeforeStationNO ブレーキ前測点番号   ⇒   ブレーキ前測点番号 BeforeStationNO 自動変換 
rgm:Brake 

ブレーキ 

         

          BeforeAddDist 
ブレーキ前測点追加

距離 
  ⇒   

ブレーキ前測点追加

距離 
BeforeAddDist 自動変換          

              CumulativeDist 累加距離標 必須 ⇒ 必須 
ブレーキ位置の累加

距離標 
CumulativeDist 自動変換            

              AfterStationNO ブレーキ後測点番号 必須 ⇒ 必須 ブレーキ後測点 AfterStationNO 自動変換            

              AfterAddDist 
ブレーキ後測点追加

距離 
必須 ⇒ 必須 

ブレーキ後測点追加

距離 
AfterAddDist 自動変換            

        
ElementPnts  

主要点リスト 
   ⇒    自動変換 

rgm:ElementPnts 

主要点リスト 
       

          
ElementPnt 

主要点 
Name 名称 必須 ⇒ 必須 名称 Name 自動変換 

rgm:ElementPnt 

主要点 
         

              x x 座標 必須 ⇒ 必須 x 座標 x 自動変換            

              y y 座標 必須 ⇒ 必須 y 座標 y 自動変換            

              E 標高   ⇒   標高 E 自動変換            

              Note 注記   ⇒   注記 Note 自動変換            

        PIs IP 点リスト       ⇒       自動変換 rgm:PIs IP 点リスト        

          PI IP 点 Name 名称 必須 ⇒ 必須 名称 Name 自動変換 rgm:PI IP 点          

              x x 座標 必須 ⇒ 必須 x 座標 x 自動変換            

              y y 座標 必須 ⇒ 必須 y 座標 y 自動変換            

              E 標高   ⇒   標高 E 自動変換            

              Note 注記   ⇒   注記 Note 自動変換            

        
IntermediatePnts 

中間点リスト 
      ⇒       自動変換 

rgm:IntermediatePnts 

中間点リスト 
       

          IntermediatePnt 

中間点 

Name 名称 必須 ⇒ 必須 名称 Name 自動変換 rgm:IntermediatePnt 

中間点 

         

          x x 座標 必須 ⇒ 必須 x 座標 x 自動変換          

              y y 座標 必須 ⇒ 必須 y 座標 y 自動変換            
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3 次元設計データ （注）変換に関係する部分のみ 対応 TS 出来形管理用データ 

要素名 属性 条件  条件 属性 変換方法 要素 

              E 標高   ⇒   標高 E 自動変換            

              Note 注記   ⇒   注記 Note 自動変換            

              CumulativeDist   累加距離標 必須 ⇒ 必須 累加距離標 CumulativeDist 自動変換            

              TangentDirectionAngle  接線方向角   ⇒   接線方向角 TangentDirectionAngle 自動変換            

        GmElement 

幾何要素 

Name 名称 必須 ⇒ 必須 名称 Name 自動変換 
rgm:GmElement 

幾何要素 
       

        StartElementPnt 開始主要点名称 必須 ⇒ 必須 開始主要点名称 StartElementPnt 自動変換         

              EndElementPnt 終了主要点名称 必須 ⇒ 必須 終了主要点名称 EndElementPnt 自動変換            

              RefPI 参照 IP 点名称   ⇒   参照 IP 点 RefPI 自動変換            

      Vertical 縦断線形 Name 名称 必須 ⇒ 必須 名称 Name 自動変換 rgm:Vertical 縦断線形      

              RefHorizontalName 参照平面線形名 必須 ⇒ 必須 参照平面線形名 RefHorizontalName 自動変換            

              StartStationNO 開始測点番号 必須 ⇒ 必須 開始測点番号 StartStationNO 自動変換            

              StartAddDist 開始点追加距離 必須 ⇒ 必須 開始点追加距離 StartAddDist 自動変換            

              CumulativeDist 累加距離標 必須 ⇒ 必須 累加距離標 CumulativeDist 自動変換            

              EndStationNO 終了測点番号 必須 ⇒ 必須 終了測点番号 EndStationNO 自動変換            

              EndAddDist 終了点追加距離 必須 ⇒ 必須 終了点追加距離 EndAddDist 自動変換            

              Length 総延長   ⇒   総延長 Length 自動変換            

              Note 注記   ⇒   注記 Note 自動変換            

        
PVI 

縦断勾配変移線 
PVIType 変移点タイプ 必須 ⇒ 必須 変移点のタイプ PVIType 自動変換 

rgm:PVI 

縦断勾配変移点 
       

          PVIPnt 

縦断勾配変移点 

StationNO 測点番号 必須 ⇒ 必須 測点番号 StationNO 自動変換 rgm:PVIPnt 

縦断勾配変移点 

         

          AddDist 追加距離 必須 ⇒ 必須 追加距離 AddDist 自動変換          

              CumulativeDist 累加距離標 必須 ⇒ 必須 累加距離標 CumulativeDist 自動変換            

              E 変移点高 必須 ⇒ 必須 変移点高 E 自動変換            

              VCL 縦断曲線長   ⇒   縦断曲線長 VCL 自動変換            

              VCR 縦断曲線半径   ⇒   縦断曲線半径 VCR 自動変換            

【凡例】 ⇒ 左右の項目が同じ意味でありそのまま変換できるもの   
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2-6  出来形横断面セット（Xsections）【横断形状の変換】 

3 次元設計データの横断形状の情報を用いて、TS 出来形管理用データの出来形横断面

セットを作成（変換）するロジックを以下に示す。 

なお、3 次元設計データには、幅員・横断勾配・法面形状等、横断形状が変化するごと

（指定した箇所ごと）に断面を定義する方法（以下、断面定義パターン）と、断面を構

成する要素ごとに構造物の属性、要素の並び順、形状（要素幅・勾配・比高）を適する

方法（以下、要素定義パターン）があり、作成されたパターンによって、変換ロジック

の考え方が大きく異なる。 

そこで、断面定義パターンからの変換方法（2-6-1 ）と要素定義パターンからの変換方

法（2-6-2 ）を分けて整理する。 

 

2-6-1  断面定義パターン 

 

TS 出来形管理用データの出来形横断面セットは、3 次元設計データの断面定義パターン

の横断形状セットに対応するものがあるため、表 7 の対応関係に基づき自動変換する。 

なお、一部変換時に留意すべき事項があるため、解説部に記述する。 

 

【解説】 

断面定義パターンで作成された横断形状セットに係る 3 次元設計データを用いて、TS

出来形管理用データに変換する場合、表 7 に示す対応関係により変換を行う。 

なお、次に示す要素・属性については、変換する際に留意が必要である。次頁以降に

その留意点を示す。 

 

（変換において留意が必要な要素・属性） 

 ラウンディング箇所の変換 （表 7 （1）） 

 構築形状：横断構成の種別の変換 （表 7 （2）） 

 構成点：構成要素種別の変換 （表 7 （3）） 

 地形情報の断面名称・断面名称の変換 （表 7 （4）） 
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表 7 3 次元設計データと TS 出来形管理用データとの対応関係（横断形状セット（断面定義パターン）から出来形横断面セットへの変換） 

3 次元設計データ 対応 TS 出来形管理用データ 

要素名 属性 条件  条件 属性 変換方法 要素名 

CrossSections 

横断形状セット 

refAlign 参照中心線形 必須 ⇒ 必須 refAlign 基準とする道路中心線形 自動変換 

Xsections 

出来形横断面セット 

refVertical 基準とする縦断線形 必須 ⇒ 必須 refVertical 基準とする縦断線形 自動変換 

alignment 中心線形   ⇒   alignment 中心線形 自動変換 

projectPhase 業務段階   ⇒   projectPhase 業務段階 自動変換 

  

Xsection 

横断面 

name  横断面名   ⇒   name 横断面名 自動変換 

Xsection 

横断面 

  

cumulativeDist   累加距離標 必須 ⇒ 必須 cumulativeDist 横断面の累加距離標 自動変換 

directionAngle 方向角   ⇒   directionAngle 方向角 自動変換 

xSectChg  断面変化   ⇒   xSectChg 断面変化 自動変換 

controlSect  管理断面   ⇒   controlSect 管理断面 自動変換 

targetPntID 目標座標名称   ⇒   targetPntID 目標座標名称 自動変換 

  

BuildForm 

構築形状 

name 構築形状名称 必須 ⇒ 必須 name 構築形状の識別名 自動変換 
BuildForm 

構築形状 
  rounding ラウンディング距離  （1）    － 

xSectType 横断構成の種別  （2） 必須 xSectType 横断構成の種別 手動変換 

  
ComposedPnt 

構成点 

List of double テキストノード 必須 ⇒ 必須 list of double テキストノード 自動変換 

ComposedPnt 

構成点 
    

code 構成点コード 必須 ⇒ 必須 code 構成点コード 自動変換 

location 構成点の位置 必須 ⇒ 必須 location 構成点の位置 自動変換 

componentType 要素種別 必須 （3） 必須 componentType 構成要素種別 手動変換 

seriesPnt 連続点   ⇒   seriesPnt 連続点 自動変換 

slopeType 勾配タイプ 必須 ⇒ 必須 dataType テキストノードデータ構成 自動変換 

existence 実在   ⇒   existence 実在 自動変換 

GroundInfo 

地形情報 

refXSectionName 断面名称   ⇒（4）  name 横断面名 自動変換 
  

 

cumulativeDist   累加距離標   ⇒（4） 必須 cumulativeDist 横断面の累加距離標 自動変換 

  

GroundLine 

地形線 
name 地形線名称 必須 ⇒ 必須 name 構築形状の識別名 自動変換 

ExistingBuildForm 

地形構築形状 
 

  
GroundLinePnt

地形線構成点 

List of double テキストノード 必須 ⇒ 必須 list of double テキストノード 自動変換 ExistingComposedPnt 

地形構成点 
   

         name 点名称 手動変換 

【凡例】 ⇒ 左右の項目が同じ意味でありそのまま変換できるもの   （*）変換時に留意が必要なものであり本書にて変換方法を示しているもの 
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（1）ラウンディング箇所の変換 

3 次元設計データは切土頂部の法面を地山肩部へ丸みを設けて摺り付けるラウンデ

ィングを定義することができる。一方、TS 出来形管理用データでは、ラウンディング

は TS 出来形管理の対象外であることから定義されていない。 

したがって、ラウンディング箇所に係る TS 出来形管理用データの作成方法に係る規

定はないため、施工業者によってその取扱い方法は様々である。また、ラウンディン

グ箇所は TS 出来形管理の対象とならないことからどのように変換したとしても影響

はない。 

 

そこで、ラウンディング箇所の変換方法は任意とする（一意の方法を定めない）。 

 

なお、変換方法の一例としては、構築形状の構成点をそのまま変換する方法がある

（法面と地山の接線延長の交点で構成される形状で変換する方法）。ただし、この方法

以外で変換することを制限するものではない。 

 

 

図 2-1 ラウンディング箇所の変換方法の一例 

 

（2）構築形状：横断構成の種別の変換 

3 次元設計データ交換標準では、横断構成の種別（xSectType）は“設計段階では記

入不要”とされている。 

したがって、横断構成の種別（xSectType）は、TS 出来形管理用データの作成者が

TS による出来形管理に用いる施工管理データ交換標準（案）の巻末に示されている“デ

ータ交換標準と「出来形管理基準及び規格値」の工種分類との対応”に基づき手動変

換（情報登録）することを基本とする（変換時に利用者に入力を求める）。 
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（3）構成点：構成要素種別の変換 

3 次元設計データの「要素種別」と TS 出来形管理用データの「構成要素種別」の対

応関係を表 8、表 9 に示す。表 8、表 9 の対応関係に基づいて変換を行う。 

表 8 道路の場合の変換方法 

3 次元設計データの「要素種別」  TS 出来形管理用データの「構成要素種別」 

Carriageway 車道 ⇒ 

※3 次元設計データが

完成形状で作成された

場合、直接 TS 出来形

管理用データへ変換で

きないため、舗装厚を

差し引くことで土工面を

推測する必要がある。

 

 

 

 

 

 

CentralStrip 中央帯 ⇒ 

RoadShoulder 路肩 ⇒ 

StoppingLane 停車帯 ⇒ 

SideWalk 歩道 ⇒ 

PlantingZone 植樹帯 ⇒ 

FrontageRoad 副道 ⇒ 

Track 軌道敷 ⇒ 

Separator 分離帯 ⇒ 

MarginalStrip 側帯 ⇒ 

EarthWorkBaseLineFill 土工面（盛土） ⇒ 

Roadbed 道路面 EarthEorkBaseLineCut 土工面（切土） ⇒ 

Pavement 舗装 ⇒ 

SlopeFill 法面（盛土） ⇒ 
Slope 法面 

SlopeCut 法面（切土） ⇒ 

BermFill 小段（盛土） ⇒ 
Berm 小段 

BermCut 小段（切土） ⇒ 

RetainingWall 擁壁 ⇒ 

Other その他 Drainage 側溝 ⇒ 

Other その他 ⇒ 

 

表 9 河川の場合の変換方法 

3 次元設計データの「要素種別」  TS 出来形管理用データの「構成要素種別」 

Crown 堤防天端 ⇒ 
Roadbed 道路面 

EarthWorkBaseLineFill 土工面（盛土） ⇒ 

SlopeFill 法面（盛土） ⇒ Slope 法面 

BermFill 小段（盛土） ⇒ Berm 小段 

RetainingWall 擁壁 ⇒ 
Other その他 

Other その他 ⇒ 
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3 次元設計データは完成形状として作成されるケースが多い。一方、TS 出来形管理

用データは完成形状ではなく、土工面の形状を必要とする。 

そのため、3 次元設計データが完成形状として作成された場合、直接 TS 出来形管理

用データへ変換することができない。この場合は、完成形状から舗装厚を差し引くこ

とで、土工面の形状を推定する必要がある。 

ソフトウェア上から舗装厚を直接指定する機能を設け、その値を舗装厚として利用

し、土工面の形状を推定する。 

 

また、舗装厚により推定した土工面は、構造物等とのすりつけ部などの細部を利用

者によって修正する必要がある。よって、ソフトウェアには土工面の形状を修正を支

援する機能を設ける必要がある。また、修正において構成点の追加が必要となる場合

もあるため、構成点の追加等が柔軟にできるような機能が望ましい。 

 

 

 

図 2-2 完成形状から土工面を推定する場合の対応 

   



 
 

15

（4）地形情報の断面名称・断面名称の変換 

3 次元設計データと TS 出来形管理用データでは、図 2-3、図 2-4 に示すように計画

形状となる横断面形状と現況形状となる地形情報のモデル構成が異なる。 

 

 

図 2-3 3 次元設計データの横断構成セットのモデル 

 

 

図 2-4 TS 出来形管理用データの横断面のモデル 

 

TS 出来形管理用データでは、構築形状と地形構築情報は同じ累加距離標の位置で存

在することが前提となる。よって、3 次元設計データの横断面と地形情報においても、

同じ累加距離標の位置で存在している場合に限り変換できる。 

なお、3 次元設計データの横断面と地形情報が異なる累加距離標の位置で存在する場

合は変換できない。 

   

3 次元設計データでは横断面（計画）

と地形情報（現況）を別々に設定で

きる。例えば、横断面と地形情報で

異なる累加距離標の位置で横断形状

を作成することが可能。 

TS 出来形管理用データでは構築形状

（計画）と地形構築形状（現況）を別々

に設定できない。計画がない断面に現

況を登録することが出来ない。 
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2-6-2  要素定義パターン 

 

TS 出来形管理用データの出来形横断面セットと 3 次元設計データの横断形状セット（要

素定義パターン）ではモデルの考え方が異なるため、直接的な対応関係がないものが多い。

3 次元設計データから変換する場合、3 次元形状を再現し、指定した横断面の箇所（測点

や必要な箇所）における構成点等を求め、TS 出来形管理用データに変換する必要がある。

具体的な変換方法は、解説に記述する。 

 

【解説】 

3 次元設計データの横断形状セット（要素定義パターン）から TS 出来形管理用データの

出来形横断面セットの情報を作成する場合、図 2-5 に示す手順で横断面の情報を取得する。 

まず、3 次元設計データから平面形状を再現（①）する。次に横断面を取得する箇所を指

定した上で、横断面上で取得する構成点を指定する（②）。更に、勾配情報等を用いて各構

成点の高さを取得（③）する。①②③の結果を用いて各構成点等の情報を整理（④）する。 

詳細な手順は次頁以降に記載する。 

 

 
図 2-5 3 次元設計データの横断形状セット（要素定義パターン）からの変換イメージ 
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TS 出来形管理用データの出来形横断面セットの要素と属性を表 10 に示す。 

これら各要素や属性を 3 次元設計データから変換する方法を解説する。 

それぞれの解説箇所の参照先を表 10 の解説部分に示す。 

 

表 10  TS 出来形管理用データの出来形横断面セットの要素と属性 

TS 出来形管理用データ 
変換方法 解説部分 

要素名 条件 属性 

Xsections 

出来形横断面セット 

必須 refAlign 基準とする道路中心線形 自動変換 （1）出来形横断⾯セットの属性 
 refVertical 基準とする縦断線形 自動変換 

 alignment 中心線形 自動変換 

 projectPhase 業務段階 自動変換 

 Xsection 

横断面 

 name 横断面名 手動変換 （2）横断⾯の属性 

 必須 cumulativeDist 横断面の累加距離標 手動変換 

    directionAngle 方向角 手動変換 

   xSectChg 断面変化 手動変換 

   controlSect 管理断面 手動変換 

   targetPntID 目標座標名称 手動変換 

  BuildForm 

構築形状 

必須 name 構築形状の識別名 手動変換 （3）構築形状の属性 
  必須 xSectType 横断構成の種別 手動変換 

   ComposedPnt 

構成点 

必須 list of double テキストノード 手動変換 （4）1）テキストノード
   必須 code 構成点コード 手動変換 （4）2）構成点コード
   必須 location 構成点の位置 自動変換 （4）3）構成点の位置
    componentType 構成要素種別 自動変換 （4）4）構成要素種別
    seriesPnt 連続点 手動変換 （4）5）連続点 
   必須 dataType テキストノードデータ構成 自動変換 （4）6）テキストノードデータ構成
    existence 実在 自動変換 （4）7）実在 
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（1）出来形横断面セットの属性 

TS 出来形管理用データの出来形横断面セットの属性は、3 次元設計データの横断形

状セットと全く同じ定義であることから、そのまま自動変換を行う。 

対応関係を表 11 に示す。 

表 11 3 次元設計データと TS 出来形管理用データ（出来形横断面セットの属性） 

3 次元設計データ 対応 TS 出来形管理用データ 

要素名 属性 条件  条件 属性 変換方法 要素名 

CrossSections 

横断形状セット 

refAlign 参照中心線形 必須 
⇒ 

必須 refAlign 基準とする道路

中心線形 

自動変換 Xsections 

出 来 形 横

断面セット refVertical 基 準 と す る 縦

断線形 

必須 
⇒ 

必須 refVertical 基準とする縦断

線形 

自動変換

alignment 中心線形  ⇒  alignment 中心線形 自動変換

projectPhase 業務段階  ⇒  projectPhase 業務段階 自動変換

 

（2）横断面の属性 

3 次元設計データの要素定義パターンには、TS 出来形管理用データの横断面の属性

（横断面の累加距離標、方向角、断面変化、管理断面、目標座標名称）に該当する情

報がないため、自動変換はできない。 

そのため、横断面の属性を取得するために、以下の方法で横断面を取得する箇所を

特定し、横断面の属性を手動変換する。 

＜横断面を取得する箇所＞ 

土木製図基準における道路横断面図の取得箇所の定義に基づき、測点および必要な

箇所で横断面を設定する。 

・ 測点・・・・・中心線形データ（平面線形）の主要点および中間点から取得 

・ 必要な箇所・・利用者が指定した箇所（累加距離標等で指定した箇所） 

 

上記のうち、測点については、表 12 に示す内容で横断面の属性を初期設定する。初

期設定の内容は、利用者が内容の修正・削除等を行い 終的に必要な横断面の設定で

きるようにする。 

 

なお、利用者が“必要な箇所” を指定する方法としては、累加距離標をダイアログ

ボックス等で入力して指定する方法や平面図上で直接指定する方法などがある。これ

らの手段を用意し、任意の箇所で横断面を追加できるようにする。 
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表 12 TS 出来形管理用データの横断面の属性の初期設定 

No. 属性名 初期設定の内容 

1 横断面名 累加距離標を横断面名として設定する。 

2 累加距離標 横断面を設定した箇所の累加距離標を設定する。 

3 断面変化 初期設定は“なし（省略）”とする。利用者に断面変化の有無を判断さ

せ入力させる。 

※断面変化が有りの場合、起点側と終点側の二つの断面を生成する 

4 管理断面 初期設定は“なし（省略）”とする。利用者に断面変化の有無を判断さ

せ入力させる。 

5 方向角 初期設定は省略（中心線形に直行する横断面）とする。中心線形に直行

しない横断面を設定する場合は、方向角を利用者に入力させる。その場

合、横断形状セットの中心線形を false とする。 

6 目標座標名 初期設定は省略（中心線形に直行する横断面）とする。中心線形に直行

しない横断面を設定する場合は、目標座標名を利用者に入力させる。そ

の場合、横断形状セットの中心線形を false とする。 
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（3）構築形状の属性 

3 次元設計データの要素定義パターンには、TS 出来形管理用データの構築形状の属

性（構築形状の識別名、横断構成の種別）に該当する情報がないため、横断面が必要

な個所毎に手動変換する（情報登録機能等を設ける）。 

表 13 TS 出来形管理用データの構築形状の属性定義 

No. 属性名 設定内容 

1 構築形状の識別名 設定する構築形状の識別名を手動変換（情報入力） 

2 横断構成の種別 設定する横断構成の種別を手動変換（情報入力） 

 

（4）構成点の属性 

1）テキストノード 

3 次元設計データから平面形状等を再現し、（2）で指定した横断箇所（測点や必要

な箇所）における構成点の高さを求めることで、構成点のテキストノードを作成する。 

3 次元設計データから構成点のテキストノードを作成する手順を次に示す。 

 手順 1：平面形状の再現 
 手順 2：横断面を取得する箇所と構成点を取得する箇所の指定 
 手順 3：構成点の高さ情報の取得 
 手順 4：構成点の取得（構成点のテキストノードの取得） 

 

（A）平面形状の再現（手順 1） 

3 次元設計データから横断構成要素の属性にある“要素の並び番号”を基に、幅

員中心からの並び順を判断し、“要素の並び番号”が小さい番号順に並べて配置し、

平面形状を再現する。左横断構成、右横断構成のそれぞれで実施する。 

 

図 2-6 横断構成要素の配置 
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【要素の並び番号について（priority）】 

要素の並び番号は、要素種別ごとに付与される。中央帯など上面と側面など、複数

の面から構成される要素は、面ごとに異なる番号が付与される。 

要素の並び番号は、1 以上の整数を用いる。幅員中心に近い要素ほど、数字が小さ

くなるように設定され、左横断構成（右横断構成）ごとに一意の番号を付与される。 

 

図 2-7 要素の並び番号の付与例 

 

また、各横断構成要素の形状は、横断構成要素（ComponentElement）の内容から

再現できる。 

横断構成要素は帯（ゾーン）の区間が定義され、各横断構成要素の形状変化点で、

要素幅・勾配・比高が設定されている。平面形状を再現する場合は、形状変化点毎の

要素幅を利用する。 

図 2-8 では、車道部、側帯、停車帯の幅員が変化しているが、変化の開始、終了点

が形状変化点となり、要素幅（幅員）が定義される。 

 

図 2-8 横断構成要素のイメージ 

Lcomposition
左横断構成

中央帯 車道部

側帯
歩道部

小段

法面（盛土）各要素名称

開始累加距離標

終了累加距離標

停車帯

法面（盛土）

車道部、側帯、
停車帯の

形状変化点



 
 

22

 

横断構成要素の形状等が変化するパターンは、次の 2 ケース程度に分類される。各

ケースにおける形状の再現方法の留意点を以下に示す。 

①形状が滑らかな形で漸移的に変化するパターン（形状変化点） 

拡幅などによって要素幅が滑らかに変化する場合、形状変化の開始点、終了点の

データが定義される。変化開始点と終了点をつなぐことで形状を再現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 形状が滑らかな形で漸移的に変化する場合の定義方法 

  

<ComponentElement name="車道1" componentType="Carriageway" slopeType="Percent"  

widthStandardValue ="3500" slopeStandardValue="-2.500" clearance="3000" priority="1"> 

 

<Width cumulativeDist="250.255214"value="3500"fix="false"/> 

<Width cumulativeDist="286.336321"fix="true"/> 

<Width cumulativeDist="300.255894"value="4500"fix="false"/> 

<Width cumulativeDist="362.336348" /> 

<Slope cumulativeDist="250.255214"value="-2.500"fix="false"/> 

<Slope cumulativeDist="286.336321" /> 

<Slope cumulativeDist="300.255894"value="-2.600"fix="false"/> 

<Slope cumulativeDist="362.336348"value="-3.000"fix="false"/> 

 

 

</ComponentElement> 

形状変化点が定義される 
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②形状が不連続に変化するパターン（形状変化点） 

擁壁等の接続によって要素幅が不連続に変化する場合、この不連続面を境界とし

て、同一断面上に 2 つの形状変化点のデータが定義される。 

この場合は、同一断面上の 2 つの形状変化点をつなぐことで形状を再現する。 

 

 

図 2-10 形状が不連続に変化する場合の定義方法 

 

 

  

4,500

3,500

4,500

3,500

累加距離標
250.255214

累加距離標
286.336321

累加距離標
362.336348

起点側

終点側

要素幅、勾配、（比高）を定義
する場所（形状変化点）

形状が不連続に変化する場合は、
同一断面上の2つの形状変化点を
つなぐことで形状を再現する。

<ComponentElement name="車道1" componentType=" Carriageway" slopeType="Percent" 

widthStandardValue ="3500" slopeStandardValue="-2.500" clearance="3000" priority="1">  

 

<Width cumulativeDist="250.255214"value="3500"fix="false"/>  

<Width cumulativeDist="286.336321"fix="true"/>  

<Width cumulativeDist="286.336321"value="4500"fix="false"/>  

<Width cumulativeDist="362.336348" />  

<Slope cumulativeDist="250.255214"value="-2.500"fix="false"/>  

<Slope cumulativeDist="286.336321" />  

<Slope cumulativeDist="362.336348"value="-3.000"fix="false"/>  

 

</ComponentElement> 

同一断面で 2 つの 
形状変化点が定義される 
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（B）横断面を取得する箇所と構成点を取得する箇所の指定（手順 2） 

横断面を取得する箇所（中心線形上の位置と方向角）を取得するために、まず、

（2）の「横断面の属性」で指定した“累加距離標”から中心線形上の取得位置を

特定する。 

次に横断面の方向角を求める必要があるが、これについては横断形状セットの属

性である“中心線形”が省略の場合と false の場合で取扱いが異なる。 

横断形状セットの“中心線形”が省略の場合は、中心線形に直行する横断面と判

断できる。 

一方、横断形状セットの“中心線形”が false となる場合、（2）の「横断面の属

性」で指定した方向角または目標座標名から求めた方向角によって断面方向を求め

る。方向角と目標座標名称が両方含まれる場合は、目標座標名称を優先して横断面

の方向の定義に利用する。 

 

 

図 2-11 横断面が中心線形に直行する場合と斜交する場合の例 

  

B.P側 E.P側

中心線形

測量法線

B.P側 E.P側

中心線形

横断形状セットの“中心線形”が省略の場合は、
中心線形に直行する横断面と判断できる。

横断面

横断形状セットの"中心線形"がfalseとなる場合、
中心線形に直行しない横断面となる。
例えば、測量法線と中心線形が異なる場合において、測量法線
に直行する横断面が作成される場合などでは、中心線形に直行
しない場合がある。
この場合、横断面の属性で指定された方向角または目標座標
名から角度を求める

横断面

累加距離標で指定された横断面の取得箇所に基づき、
中心線形上の位置を特定

指定した"累加距離標"から
中心線形上の取得位置を特定

横断⾯が中⼼線形に直⾏する場合

横断⾯が中⼼線形に斜交する場合
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＜（2）の「横断面の属性」で指定した方向角から断面方向を求める場合＞ 

（2）で指定した方向角を利用する場合は、起点側からの中心線形と横断面のな

す角とし、中心線形を構成する線分と横断面を夾む時計回りの角度として、横断方

向を定義する。B.P 点の方向角を求める場合には、B.P 点を含む線形の延長線上と

横断面のなす角とする。 

 

図 2-12 方向角を利用する場合 

＜（2）の「横断面の属性」で指定した目標座標名称から断面方向を求める場合＞ 

（2）で指定した目標座標名称を利用する場合の横断面は、目標座標名称で定義

された座標点と中心線形上に累加距離で求められた交点で定義する。目標座標名称

は、目標座標点で定義される座標を参照し定義する。目標座標点（TargetPnt）は x

座標、y 座標などの座標値と座標点識別名（pntName）などで定義され、目標座標

名称から定義した座標点識別名（pntName）を参照できる。 

 

 

図 2-13 目標座標名称を利用する場合 
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次に横断面上から構成点を取得する箇所を指定する。幅員中心上、各横断構成要

素の境目は自動的に構成点が取得できるように平面形状から位置を特定する。 

また、上記以外で横断面上にて構成点の取得が必要な箇所があれば手動で設定で

きるようにする。 

  

図 2-14 構成点の取得箇所の指定（横断面が中心線に直行する場合） 

 

図 2-15 構成点の取得箇所の指定（横断面が中心線に斜交する場合） 

道路中心線

幅員中心

横断面

幅員中⼼上、各横断構成要素の境
⽬は⾃動的に構成点が取得する

その他で構成点を取得したい箇所があれば
⼿動で設定できるようにする

自動取得する構成点
必要に応じて手動で取得する構成点
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（C）構成点の高さ情報の取得（手順 3） 

（A）で再現した平面形状と、図 2-16 に示す 3 次元設計データの情報等を用い

て各構成点の高さを取得する。 

 

3 次元設計データの道路中心線形離れ、計画高との高低差、要素幅、勾配、比高

については、値が省略されている場合がある。この場合には、幅員中心や横断構成

要素の属性にあるそれぞれの代表値（道路中心線形離れ代表値、計画高との高低差

代表値、要素幅代表値、勾配代表値、比高代表値）を用いる。 

なお、3 次元設計データ（要素定義パターン）では中心線形に直行する方向に対

して、要素幅、勾配、比高等が定義されていることに留意する。 

 

構成点の高さは、要素幅、勾配、比高の情報を利用して求めることになるが、要

素幅、勾配、比高のうち、利用する情報は、3 次元設計データの左/右横断構成要素

の属性にある“勾配タイプ”から確認できる。 

 

各構成点の高さ情報は、幅員中心から各構成要素の勾配と幅員を用いて順次計算

することで取得できる。 
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高さ情報の取得 

に必要な情報 

対応する 3次元設計データの要素・属性 備考 

要素名 属性名 

①幅員中心の位置 幅員中心 道路中心線形離れ代表値 “値”が省略されている

場合は代表値を利用 道路中心線形離れ 値 

②幅員中心の高さ 幅員中心 計画高との高低差代表値 同上 

計画高との高低差 値 

③横断構成の開始位置 左横断構成 

右横断構成 

開始累加距離標 

 

 

④横断構成の終了位置 左横断構成 

右横断構成 

終了累加距離標  

⑤構成要素の幅員 横断構成要素 要素幅代表値 3次元設計データの左/右

横断構成の属性にある

“勾配タイプ”によって

利用する情報を選択 

“値”が省略されている

場合は代表値を利用 

要素幅 値 

⑥構成要素の勾配 横断構成要素 勾配代表値 

勾配 値 

⑦勾配要素の比高 横断構成要素 比高代表値 

比高 値  

図 2-16 3 次元形状を再現するために用いる情報 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-17 勾配タイプと利用する情報 
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3 次元設計データにて、要素幅、勾配、（比高）が定義された箇所以外（定義箇所の

間の区間）の勾配等は、比例的に変化するものとして取り扱う。 

 

 

図 2-18 勾配等の定義箇所の間の区間における勾配 

 

構成点の高さについて、3 次元設計データが土工面（盛土）/土工面（切土）など、

出来形管理を行う形状として作成されている場合（要素種別から確認）は、上記の

処理により取得した値を構成点の高さ情報として利用する。 

 

ただし、多くの 3 次元設計データは完成形状として作成され（要素種別が車道や

中央帯等として作成）、土工面（盛土）/土工面（切土）などの出来形管理形状を直

接確認できない。この場合は、上記の処理で取得した値（完成形状の高さ）から舗

装厚を差し引く必要がある。 

 

3 次元設計データに舗装構成の情報が存在する場合は、舗装構成にある舗装構成

層の“舗装厚”“層番号”“上面の構成層”から各舗装の上下関係と厚さを取得する。 

舗装は、上から順に、表層、基層、上層路盤、下層路盤などの層によって構成さ

れ、層番号、及び上面の構成層の層番号により、その上下関係が定義される。上面

が路面となる場合は、上面の構成層には“top”と記入される。これらに各層の舗装

厚を順次積み重ねることで、高さ情報を取得する必要がある層の舗装厚を求めるこ

とができる。舗装の範囲や舗装厚の取得方法の詳細は 2-7-2 （4）1）を参照する。 

定義箇所の間の区間の勾配等は比例

的に変化するものとして取り扱う。 

例えば、累加距離標 300.255894 と 

累加距離標 362.336348の中間点の勾

配は 2.800%（2.600％と 3.000%の中

間）となる。 
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なお、3 次元設計データに舗装構成の情報が存在しない場合は、ソフトウェア上

から舗装厚を直接指定する機能を設け、その値を舗装厚として利用する。 

 

図 2-19 舗装構成の順序の定義（イメージ） 

 

取得した舗装厚を完成形状の高さから差し引くことで、土工面の高さを取得する

ものとする。ただし、構造物等とのすりつけ部などの細部は、利用者による手動修

正等が必要となるため、ソフトウェアには構成点の情報を修正する支援機能を具備

する。また、修正において構成点の追加が必要となる場合もあるため、構成点の追

加等が柔軟にできるような機能が望ましい。 

なお、横断構成要素内に設定された舗装について、舗装の範囲が横断構成要素の

範囲より狭く設定されている場合は、横断構成要素内で も厚部分の舗装厚を採用

して完成形状から差し引く。 

 

 

図 2-20 完成形状で作成された場合の出来形管理用の高さの取得イメージ 

 

  

完成形状の高さから
舗装厚さを差し引くことで
出来形管理で必要な高さを取得

表層

基層

上層路盤

下層路盤

舗装部

完成形状として作成され
た場合に取得できる高さ

出来形管理として
取得したい高さ

横断構成要素内に設定された舗装について、舗装の
範囲が横断構成要素の範囲より狭く設定されている
場合は、横断構成要素内で最も厚部分の舗装厚を採
⽤して完成形状から差し引く。
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（D）構成点の整理（構成点のテキストノードの整理）（手順 4） 

（B）で指定した構成点と（C）で取得した構成点の高さを基に構成点のテキスト

ノードを整理する。 

 

構成点の位置が幅員中心上にある場合は、CL 離れ（中心線における平面線形に

おいて接線方向に対して直角方向の平面的な離れ）と比高（計画高からの高低差）

の値をスペース区切りで記入する。CL 離れが中心線形より左側なら（－）、右側な

ら（＋）で記述する。 

構成点の位置が左右の横断構成上にある場合は、“WidthHeight”、“Percent”、

“Rate”のいずれかを用いて、値を記入する。各要素の要素幅は、構成点から外側

に向かって（＋）、内側に向かって（－）で記述する。比高は構成点から上側に向

かって（＋）、下側に向かって（－）で記述する。“Percent”（%で指定する場合）

の勾配は、構成点から外側に向かって下向きは（－）、上向きは（＋）で記述する。

“Rate”（1：X で指定する場合）の勾配は（＋）のみの記述とする。 

 

図 2-21 構成点の定義方法 

 

2）構成点の構成点コード 

3 次元設計データの要素定義パターンには、TS 出来形管理用データの構成点の構成

点コードに該当する情報がないため、手動変換が必要であるが、利用者が手動で入力

することは現実的ではないため、図 2-22 の考え方に基づき、ソフトウェアにて構成

点コードを自動的に付与する。TS 出来形管理用データにおける付番ルール以外は、

各ソフトウェアで定めてよいものとする。 
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図 2-22 構成点コードと連続点の考え方（コード番号は例） 

 

3）構成点の位置 

構成点の位置は、（4）（D）にて構成点を取得した位置に基づき自動変換する。 

 

                  構成点の位置 

・ 幅員中心から取得した場合・・・・“Center” 

・ 右横断構成から取得した場合・・・“Right” 

・ 左横断構成から取得した場合・・・“Left” 

 

※河川における横断構成点を取得する際、右岸堤防は上記のとおり取得することで

問題ないが、左岸堤防は右横断構成から取得した場合を“Left” 左横断構成から

取得した場合を“Right”と読み替える。 

 

4）構成要素種別 

構成点の構成要素種別は、（4）（D）にて構成点を取得した位置における 3 次元設定

データの要素種別に基づき、2-6-1 （3）で示した表 8、表 9 の対応関係に基づき自

動変換する。 

 

5）連続点 

連続点については、自動的に求めることが難しいことから、手動変換を基本とする。

ただし、3 次元設計データで定義される横断構成の情報から同一の要素上に構成点が

存在する場合は、連続する構成点である可能性が高い。そこで、手動変換を支援する

機能として、連続する構成点である可能性が高い箇所やそれ以外をソフトウェア上で

表示した上で、利用者に確認を求める機能を用意することが望ましい。 

 

6）テキストノードデータ構成 

テキストノードデータ構成は、（4）（D）にて構成点を取得した際に用いた勾配のタ

イプを入力する（3 次元設計データの左/右横断構成要素の属性にある“勾配タイプ”

を入力する）。 
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7）実在 

地形との交点をソフトウェアで算出し、構成点が内側と外側のどちらに存在するか

を判断する。内側にある場合は“true”、外側にある場合は“false”として、自動変

換する。 

ソフトウェアで算出できない場合、管理断面においては手動変換（情報入力）する

必要があるが、管理断面以外は属性値を省略してもよい。 

   



 
 

34

2-7  出来形横断面セット（Xsections）【舗装情報の変換】 

3 次元設計データの舗装情報を用いて、TS 出来形管理用データの出来形横断面セット

を作成（変換）するロジックを以下に示す。 

なお、2-6 と同様に、断面定義パターンと要素定義パターンによって、変換ロジックの

考え方が大きく異なる。そこで、断面定義パターンからの変換方法（2-7-1 ）と要素定義

パターンからの変換方法（2-7-2 ）を分けて整理する。 

 

2-7-1  断面定義パターン 

 

TS 出来形管理用データの出来形横断面セットは、3 次元設計データの舗装情報に対応す

るものがあるため、表 14 の対応関係に基づき自動変換する。 

なお、一部変換時に留意すべき事項があるため、解説部に記述する。 

 

【解説】 

断面定義パターンで作成された横断形状セットに係る 3 次元設計データを用いて、TS

出来形管理用データに変換する場合、表 14 に示す対応関係により変換を行う。 

なお、次に示す要素・属性に示す要素・属性については、変換する際に留意が必要で

ある。次頁以降にその留意点を示す。 

 

（変換において留意が必要な要素・属性） 

 出来形横断面セット：基準とする縦断線形、中心線形、業務段階の変換 （表 14 

（1）） 

 構築形状：横断構成の種別の変換 （表 14 （2）） 

 構成点：構成要素種別の変換 （表 14 （3）） 
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表 14 3 次元設計データと TS 出来形管理用データとの対応関係（舗装情報（断面定義パターン）から出来形横断面セットへの変換） 

3 次元設計データ  TS 出来形管理用データ 

要素名 属性 条件  要素名 属性 変換方法 条件 

Pavements 舗装情報 refAlign 参照中心線形名称 必須 ⇒ 必須 XSections 基準とする道路中心線形 自動変換 XSections 出来形横断面セット 

            （1） 必須 refVertical 基準とする縦断線形 手動変換    

            （1）   alignment 中心線形 手動変換    

            （1）   projectPhase 業務段階 手動変換    

 PavementCrossSection 

舗装断面 

   ⇒   name 横断面名 手動変換 XSection 横断面  

 cumulativeDist 累加距離標 必須 ⇒ 必須 cumulativeDist 横断面の累加距離標 自動変換    

 

  

crossSectionChg 断面変化   ⇒   xSectChg 断面変化 自動変換    

 controlSection 管理断面   ⇒   controlSect 管理断面 自動変換    

 directionAngle 方向角   ⇒   directionAngle 方向角 自動変換    

 targetPntID 目標座標名称   ⇒   targetPntID 目標座標名称 自動変換    

   PavementBuildForm 

舗装構築形状 

name 構築形状名称 必須 ⇒ 必須 name 構築形状の識別名 自動変換 BuildForm

構築形状

  

   pavementClass 舗装種類 必須 （2） 必須 xSectType 横断構成の種別 手動変換   

       material 材料 必須 （2） 

   －  

  

      leftSlope 左端の勾配     

      rightSlope 右端の勾配     

    ComposedPnt 

構成点 

code 構成点コード 必須 ⇒ 必須 code 構成点コード 自動変換 ComposedPnt

構成点

  

    location 構成点の位置 必須 ⇒ 必須 location 構成点の位置 自動変換   

       componentType 要素種別 必須 （3）   componentType 構成要素の種別 手動変換    

       seriesPnt 連続点   ⇒   seriesPnt 連続点 自動変換    

       slopeType 勾配タイプ 必須 ⇒ 必須 dataType テキストノードデータ構成 自動変換    

       existence 実在   ⇒   existence 実在 自動変換    

【凡例】 ⇒ 左右の項目が同じ意味でありそのまま変換できるもの   （*）変換時に留意が必要なものであり本書にて変換方法を示しているもの 
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（1）出来形横断面セット：基準とする縦断線形、中心線形、業務段階の変換 

3 次元設計データの舗装情報には、TS 出来形管理用データの出来形横断面セットに

ある“基準とする縦断線形”“中心線形”“業務段階”に対応するものがないため、手

動で設定することを基本とする。 

 

ただし、3 次元設計データの舗装情報の舗装断面と横断形状の横断面が同じ累加距離

標の位置で存在する場合に限り、3 次元設計データの横断形状の横断面の属性を利用し

て、TS 出来形管理用データの出来形横断面セットにある“基準とする縦断線形”“中

心線形”“業務段階”を入力することができる。 

 

（2）構築形状：横断構成の種別の変換 

“2-6-1 （2）”と同様の方法で変換する。 

 

（3）構成点：構成要素種別の変換 

“2-6-1 （3）” と同様の方法で変換する。 
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2-7-2  要素定義パターン 

 

TS 出来形管理用データの出来形横断面セットと 3 次元設計データの舗装情報（要素定義

パターン）ではモデルの考え方が異なるため、直接的な対応関係がないものが多い。 

3 次元設計データから変換する場合、3 次元形状を再現し、指定した横断面の箇所（測点

や必要な箇所）における構成点等を求め、TS 出来形管理用データに変換する必要がある。

具体的な変換方法は、解説に記述する。 

 

【解説】 

3 次元設計データの舗装情報（要素定義パターン）から TS 出来形管理用データの出来形

横断面セットの情報を作成する場合、図 2-23 に示す手順で横断面の情報を取得する。 

まず、3 次元設計データから平面形状を再現（①）する。次に横断面を取得する箇所を指

定した上で、横断面上で取得する構成点を指定する（②）。更に、勾配情報等を用いて各構

成点の高さを取得（③）する。①②③の結果を用いて各構成点等の情報を整理（④）する。 

詳細な手順は次頁以降に記載する。 

  

図 2-23 3 次元設計データの舗装情報（要素定義パターン）からの変換イメージ 
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①3次元設計データ（要素定義パターン）
から平⾯形状を再現

②横断⾯を取得する箇所と構成点を
取得する箇所の指定

④②と③の結果から構成点を整理
（構成点のテキストノードの整理）

③各構成点の⾼さ情報の取得

全ての構成点について②③
を繰り返し、位置と⾼さを
取得する。
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TS 出来形管理用データの出来形横断面セットの要素と属性を表 15 に示す。 

これら各要素や属性を 3 次元設計データから変換する方法を解説する。 

それぞれの解説箇所の参照先を表 15 の解説部分に示す。 

 

表 15  TS 出来形管理用データの出来形横断面セットの要素と属性 

TS 出来形管理用データ 
変換方法 解説部分 

要素名 条件 属性 

Xsections 

出来形横断面セット 

必須 refAlign 基準とする道路中心線形 自動変換 （1）出来形横断⾯セットの属性 
 refVertical 基準とする縦断線形 自動変換 

 alignment 中心線形 自動変換 

 projectPhase 業務段階 自動変換 

 Xsection 

横断面 

 name 横断面名 手動変換 （2）横断⾯の属性 

 必須 cumulativeDist 横断面の累加距離標 手動変換 

    directionAngle 方向角 手動変換 

   xSectChg 断面変化 手動変換 

   controlSect 管理断面 手動変換 

   targetPntID 目標座標名称 手動変換 

  BuildForm 

構築形状 

必須 name 構築形状の識別名 手動変換 （3）構築形状の属性 
  必須 xSectType 横断構成の種別 手動変換 

   ComposedPnt 

構成点 

必須 list of double テキストノード 手動変換 （4）1）テキストノード
   必須 code 構成点コード 手動変換 （4）2）構成点コード
   必須 location 構成点の位置 自動変換 （4）3）構成点の位置
    componentType 構成要素種別 自動変換 （4）4）構成要素種別
    seriesPnt 連続点 手動変換 （4）5）連続点 
   必須 dataType テキストノードデータ構成 自動変換 （4）6）テキストノードデータ構成
    existence 実在 自動変換 （4）7）実在 
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（1）出来形横断面セットの属性 

3 次元設計データの舗装構成の属性には“参照横断構成名称”があり、3 次元設計デ

ータの横断構成セットを参照している。参照している横断構成セットにて定義されて

いる情報を用いて、表 16 に示す TS 出来形管理用データの出来形横断面セットの属性

を設定する（自動変換する）。 

表 16 TS 出来形管理用データの出来形横断面セットの属性 

要素名 属性 条件 変換方法 

Xsections 

出来形横断

面セット 

refAlign 基準とする道路中心線形 必須 自動変換 

refVertical 基準とする縦断線形  自動変換 

alignment 中心線形  自動変換 

projectPhase 業務段階  自動変換 

 

（2）横断面の属性 

3 次元設計データの要素定義パターンには、TS 出来形管理用データの横断面の属性

（横断面の累加距離標、方向角、断面変化、管理断面、目標座標名称）に該当する情

報がないため、直接の変換はできない。 

そのため、2-6-2 （2）と同様の方法で変換する。 

 

（3）構築形状の属性 

3 次元設計データの舗装情報の要素定義パターンには、TS 出来形管理用データの構

築形状の属性（構築形状の識別名、横断構成の種別）に該当する情報がない。 

そのため、2-6-2 （3）と同様の方法で変換する。 

 

（4）構成点の属性 

1）テキストノード 

3 次元設計データから横断構成の 3 次元形状を取得し、更に舗装情報から舗装の 3

次元形状を再現し、指定した横断箇所（測点や必要な箇所）における構成点を求める

ことで、構成点のテキストノードを作成する。 

3 次元設計データから構成点のテキストノードを作成する手順を次に示す。 

 

 手順 1：対象とする舗装の平面形状を取得 

 手順 2：横断面を取得する箇所と構成点を取得する箇所の指定 

 手順 3：構成点の高さ情報の取得 

 手順 4：構成点の整理（構成点のテキストノードの整理） 
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（A）対象とする舗装の平面形状を取得（手順 1） 

対象とする舗装の平面形状を取得する場合、まず、参照横断構成名称で指定され

た横断構成の平面形状を取得する。取得方法は、2-6-2 （4）1）（A）に示す方法と

同様とする。横断構成の平面形状を取得する理由としては、舗装の横断方向の設置

位置は、道路の横断面上で路肩端からの距離など、道路面の横断構成要素を参照し

て定義されるためである。鋪装の左右端の設置位置は、基準点からのオフセット量

で表される。基準点は、幅員中心または横断構成要素の外側が端点となる。 

 

舗装の縦断方向の範囲は、３次元設計データの舗装構成の属性として定義されて

いる“開始累加距離”と“終了累加距離”から指定される。 

 

舗装の横断方向の範囲は、以下の３次元設計データの定義内容から指定される。 

 舗装構成層の“左端（右端）基準点の該当横断構成”の設定内容（幅員中心、

左横断構成、右横断構成のどれで設定されているか） 

 舗装構成層の“左端（右端）基準点”の設定内容（横断構成要素の並び番号

に基づく基準点の位置） 

 舗装構成層の“左端（右端）代表位置”の設定内容（指定した左端（右端）

基準点からの水平離れ（右方向を＋、左方向を－、m 単位）） 

 

なお、左端（右端）位置の変化が定義されていない範囲は、左端（右端）代表位

置が連続的に続くものとして構成される。舗装の平面形状を取得方法（左端（右端）

位置の変化が定義されていない場合）のイメージを図 2-24 に示す。 

 

左端（右端）位置の変化が定義される場合は、左端（右端）位置の変化の属性に

ある“開始累加距離”と“終了累加距離”の範囲に限っては、左端（右端）代表位

置ではなく、左端（右端）位置の変化の属性にある“開始値”と“終了値”を用い

て定義する。開始値と終了値の間は比例的に変化する。舗装の平面形状を取得方法

（左端（右端）位置の変化が定義されている場合）のイメージを図 2-24 に示す。 
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図 2-24 舗装の平面形状を取得方法（左端（右端）位置の変化が定義されていない場合） 

 

 

  

車道 路肩 歩道

①

幅員中心

② ③

構造物

・左端基準点の該当横断構成：Left
左端基準点の歩道が左横断構成で

ありLeftを指定
・左端基準点：3

左横断の歩道の並び番号3を指定
・左端代表位置：-0.6

左端基準点（歩道の外側端点）から
舗装左端代表位置までの水平離れ-
0.6ｍ（左方向は-）を指定

・右端基準点の該当横断構成：Right
右横断構成Rightを指定

・右端基準点：2
右横断の路肩の並び番号2を指定

・右端代表位置：0.5
右基準点（路肩の外側端点）から舗

装右端代表位置までの水平離れ
+0.5mを指定

車道路肩歩道

①②③

右横断構成左横断構成

歩道の外側端点から舗装左端位
置までの水平離れ -0.6m

路肩の外側端点から舗装右端位
置までの水平離れ +0.5m

舗装左端位置は、左側横断構成の歩道外縁の外側に位置する。左
端基準点を歩道に設定し、歩道外側端点から舗装左端位置までの
水平離れ（オフセット量-0.6m）を指定する。
舗装右端位置は、右側横断構成の路肩外縁の外側（歩道中）に位
置する。右端基準点を路肩に設定し、路肩外側端点から舗装右端
位置までの水平離れ（オフセット量+0.5m）を指定する。
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図 2-25 舗装の平面形状を取得方法（左端（右端）位置の変化が定義されている場合） 
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（B）横断面を取得する箇所と構成点を取得する箇所の指定（手順 2） 

横断面を取得する箇所は、2-6-2 （4）1）（B）と同様の方法で指定する。 

構成点を取得する箇所は、幅員中心上、各横断構成要素の境目は自動的に構成点

が取得できるように平面形状から位置を特定する。 

加えて、対象とする舗装の境界点においても構成点を取得する。 

上記以外で横断面上にて構成点の取得が必要な箇所があれば手動で設定できる

ようにする。 

 

図 2-26 構成点の取得箇所の指定 
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（C）構成点の高さ情報の取得（手順 3） 

舗装上の構成点の高さ情報を取得するにあたっては、まず、参照横断構成名称で

指定された横断構成上の高さを取得する。2-6-2 （4）1）（C）と同様の方法で取得

する。 

その上で、舗装構成層の舗装厚、層番号、上面の構成層から各舗装の上下関係と

厚さを取得する。 

舗装は、上から順に、表層、基層、上層路盤、下層路盤などの層によって構成さ

れるが、層番号、及び上面の構成層の層番号により、その上下関係が定義される。

上面が路面となる場合は、上面の構成層には“top”と記入される。これらに各層の

舗装厚を横断構成上の高さから順番に積み重ねることで、取得したい層の高さ情報

を求めることができる。 

 

図 2-27 舗装構成の順序の定義（イメージ） 

なお、取得対象とする舗装の範囲が横断構成の定義範囲を超える場合は、 寄り

の構成要素が連続的に続くものとして高さ情報を取得する。 

 

図 2-28 横断構成の定義範囲を超える場合の高さの取得方法 
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取得内容 
利用する 3次元設計データの情報 

備考 
要素名 属性名 

①舗装構成を再

現する範囲 

舗装情報 参照中心線形名称 参照中心線形名称に基づく中心線形を利

用し、開始と終了の累加距離を求める。 舗装構成 開始累加距離 

終了累加距離 

左端位置の変化 

右端位置の変化 

開始累加距離標 

終了累加距離標 

左端/右端位置の変化が入力されている

場合は、舗装構成の開始/終了累加距離

の代わりに利用する。 

②層の上下関係 舗装構成層 層番号 上面の構成層に記載される層番号から層

の上下関係を判断する。 舗装構成層 上面の構成層 

③舗装面の勾配 舗装構成 参照横断構成名称※ 参照横断構成名称に基づく横断構成の上

面の勾配を利用する。 

④舗装厚 舗装構成層 舗装厚 舗装構成層の舗装厚から各舗装の厚さを

取得する 

⑤舗装幅 舗装構成層 左端代表位置 

右端代表位置 

舗装幅は、左端代表位置/右端代表位置

を用いて算出する。左端位置の変化/右

端位置の変化が入力されている場合、開

始累加距離標、終了累加距離標、開始

値、終了値から取得する。 

左端位置の変化 

右端位置の変化 

開始値 

終了値 

※参照横断構成名称に基づき、横断構成の平面形状や高さ情報の取得に必要な３次元設計データも利用 

図 2-29 構成点の取得に利用する 3 次元設計データの情報 
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参照横断構成名称で指定された横断構成が土工面（盛土）/土工面（切土）など、

出来形管理を行う形状として作成されている場合（要素種別から確認）は、横断構

成の高さに対して舗装厚を加えることで、TS 出来形管理用データで必要となる高

さが取得する。 

 

多くの 3 次元設計データは完成形状として作成され（要素種別が車道や中央帯等

として作成）、土工面（盛土）/土工面（切土）などの出来形管理形状を直接確認で

きない。この場合は、横断構成の高さに対して舗装厚を差し引くことで、TS 出来

形管理用データで必要となる高さが取得する。 
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（D）構成点の取得（構成点のテキストノードの取得）（手順 4） 

2-6-2 （4）1）（D）と同様の方法で取得する。 

 

（5）構成点の構成点コード 

2-6-2 （4）2）と同様の方法で変換する。 

 

（6）構成点の構成点の位置 

構成点の構成要素種別は参照横断構成名称で指定された横断構成の情報を用い、

2-6-2 （4）3）と同様の方法で変換する。 

 

（7）構成要素種別 

構成点の構成要素種別は参照横断構成名称で指定された横断構成の属性にある“要

素種別”を用い、2-6-1 （3）で示した表 8、表 9 の対応関係に基づき変換する。 

 

（8）連続点 

2-6-2 （4）5）と同様の方法で変換する。 

 

（9）テキストノードデータ構成 

2-6-2 （4）6）と同様の方法で変換する。 

 

（10）実在 

2-6-2 （4）7）と同様の方法で変換する。 
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2-8  計測点セット（MeasurePnts） 

 

計測点セットは 3 次元設計データに該当情報がないことから、変換して作成することは

できない。別途、データ作成者にて入力する。 

 

【解説】 

表 17 に示す情報は、3 次元設計データから変換できないため手動変換（情報入力）機

能を設ける必要がある。 

 

表 17 計測点セットの要素・属性 

要素名 属性名 必須項目 変換方法 

MeasurePnts 

計測点セット 

 

 

classification 計測点の種別 必須 手動変換 

operator 測定者   手動変換 

refAlign 基準とする道路中心線形 必須 手動変換 

desc 備考   手動変換 

MeasurePnt 

計測点 

 

pntName 計測点識別名 必須 手動変換 

controlSect 計測管理断面   手動変換 

xSectChg 断面変化   手動変換 

targetPnt 計測対象点 必須 手動変換 

cumulativeDist 累加距離標 必須 手動変換 

buildFormName 構築形状の識別名 必須 手動変換 

cLOffset CL 離れ 必須 手動変換 

timeStamp 計測日時 必須 手動変換 

prismMethod 測定方式   手動変換 

surveySets 機器設置識別名 必須 手動変換 

satNum 衛星数   手動変換 

rms rms 値   手動変換 

epocNum 観測エポック数   手動変換 

desc 備考   手動変換 
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2-9  計測機器設置セット（SurveySets） 

 

計測機器設置セットは 3 次元設計データに該当情報がないことから、変換して作成する

ことはできない。別途、データ作成者にて入力する。 

 

【解説】 

表 18 に示す情報は、3 次元設計データから変換できないため手動変換（情報入力）機

能を設ける必要がある。 

 

表 18 計測機器設置セットの要素・属性 

要素名 属性名 必須項目 変換方法 

計測機器設置セット 

SurveySets 

name 機器設置識別名 必須 手動変換 

equipmentType 機器名称 必須 手動変換 

setupType 機器設置方法 必須 手動変換 

timeStamp 機器設置完了日時 必須 手動変換 

desc 備考   手動変換 

  

機器設置点 

SurveyPosition 

pntName 機器設置点名称   手動変換 

setHeight 機器設置高さ   手動変換 

機器設置引照点 

SurveyRefPnt 

refType 引照点の方法 必須 手動変換 

pntName 引照点名称 必須 手動変換 

targetHeight 目標高さ 必須 手動変換 
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2-10  座標点（Pnt） 

 

TS 出来形管理用データの座標点は、3 次元設計データの目標座標点に対応するものがあ

るため、表 19 の対応関係に基づき自動変換する。 

 

【解説】 

表 19 に TS 出来形管理用データの座標点と 3 次元設計データの目標座標点との対応関

係を示す。 

表 19 3 次元設計データと TS 出来形管理用データとの対応関係（座標点の変換） 

3 次元設計データ  TS 出来形管理用データ 

要素名 属性 条件  条件 属性 変換方法 要素名

TargetPnt 

目標座標点 

group グループ名称   ⇒   group グループ名称 自動変換

Pnt

座標点
pntName 座標点識別名 必須 ⇒ 必須 pntName 

座標点識別

名 
自動変換

timeStamp 計測日時   ⇒   timeStamp 計測日時 自動変換

desc 備考   ⇒   desc 備考 自動変換
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3  参考情報 

本ロジックは、3 次元設計データが正しく作成されていることを前提としたものである。

3 次元設計データが正しくないことにより、変換に支障がある場合（以下のケースなど）は、

適宜利用者にアラートを提示し、データ提供者（作成者）に 3 次元設計データの修正を促

すようにする。 

 

（例） 

» 3 次元設計データの横断構成要素と道路中心線データの勾配に係る変化点に不整合

が生じる場合など 
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