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1  はじめに 

1-1  目的と適用範囲 
「3 次元設計データ交換標準（素案）（以下、本書という）」は、国土交通省の道路事業、

河川事業に関する設計及び工事において電子納品成果として提出される、路線方向に直交

する鉛直面を投影して描いた横断図に記される道路横断の情報、河川堤防の堤防法線とそ

れに直交する鉛直面を投影して描いた横断図に記される設計の情報について、その内容及

びデータ構造・形式を定めたものである。 
本書で定める横断形状データは、横断形状を構成する車道（堤防天端）や法面などの要

素に対してそれぞれの要素幅・勾配・比高を定義し、その適用区間を定義する構成要素を

表す“横断構成”や、設計図面の横断図のように、横断面ごとに横断形状の構成点を表現

する “横断面”、横断図を作成する地点の現況地形を表す“地形情報”で構成される。 
横断形状データは、平成 18 年 12 月に公開された「道路中心線形データ交換標準(案) 基

本道路中心線形編 Ver.1.0（以下、道路中心線形データ交換標準という）」に基づく中心線

形データ（以下、中心線形という）と組み合わせて利用することにより、以下のような利

活用を実現することを目指す。 
 
（1）設計、工事の電子納品成果としての利活用 

構造物の横断形状データは工事完成後も保管すべき情報である。そこで電子納品成果

としての XML の仕様を定め流通させることにより、詳細設計、施工、維持管理業務の効

率化と転記ミスの防止を図る。 
 

（2）プロダクトモデル検討の基礎資料としての利活用 

現在、道路、河川堤防の 3 次元形状を表現するプロダクトモデルが複数の機関から提

案されているが、用途の違い等によりモデル全体の標準化は困難であり、実務での利用

も進んでいない。そこで、プロダクトモデル検討の基礎資料として提案し今後の検討を

活性化する。 
 

（3）情報化施工や 3 次元 CAD への利活用 

3 次元 CAD へのデータ入力や、3 次元データによる可視化のための入力データ、およ

び、TS を用いた出来型管理等の情報化施工への出力データなど利用を想定し、各 CAD
ベンダーや測量機器メーカー等の、データ交換の標準としての利活用を想定する。 
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1-2  メタデータ 
本書は、将来的にレジストリサービス等に登録することで、その普及を促進することを

目指す。現段階で登録に要すると思われるメタデータを以下に示す。 

表 1-1 メタデータ1 

分類 名称 名称（日本語） メタデータ 

Security Set 
セキュリティ 

Security セキュリティ 特に定めない 

Resource Set Title Set タイトル 3 次元設計データ交換標準（案） 

リソース Identifier 識別子 － 

 Creator 作成者 国土交通省 国土技術政策総合研究所 

高度情報化研究センター 情報基盤研究室

 Publisher 発行者 国土交通省 国土技術政策総合研究所 

 Rights 権利 著作権所有者：国土交通省 国土技術政策

総合研究所 

 Language 言語 ja 

 Type 型 テキスト 

 Source 出典 「3-1 引用規格」参照 

Summary Content Set Subject 主題 道路形状、河川堤防形状 

要約 Description Set 説明 目次および「1-1 目的と適用範囲」参照 

Format Set 

フォーマット 

Coverage 空間・時間範囲 空間範囲：jp 

時間範囲：2012 年以降 

Format フォーマット XML 

 
 
 

                                                  
1 メタデータの項目は、Dublin Core および ISO11179 を参照するとともに、国内でサービス提供予定の

レジストリサービスが定める項目を採用した。 
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2  本書で対象とするモデルについて 

2-1  本書が対象とする事業段階 
（1）道路事業 

道路横断形状データは、予備 B においてほぼ確定する。また、道路横断形状データと組

み合わせる道路中心線形データ交換標準の対象範囲は予備 B～施工の新設道路・改築道路

としている。 
そこで本書の適用範囲は、予備 B～施工までとし、新設道路・改築道路を対象とする。

ただし、これはその他の事業段階での利用を妨げるものではなく、将来的に維持管理や ITS
等で利用することや概略 A から適用することを念頭に置いた将来的な拡張性も考慮する。 

 

予備B 詳細 施工 供用 維持管理 ITS

事
業
段
階

新
設
道
路
・
改
築
道
路

概略A

概略B

予備A

横断形状データ

地形データ

横断形状データ

地形データ

平面線形
縦断線形

横断形状データ

地形データ

平面線形
縦断線形

横断形状データ

地形データ

平面線形
縦断線形

横断形状データ

地形データ

平面線形
縦断線形

横断形状データ

地形データ

平面線形
縦断線形

横断形状データ

平面線形
縦断線形

将来的な適用範囲 当面の対象範囲 ※1 将来的な適用範囲

道路中心線形
データ交換標準

（案）※2

※1 当面の対象範囲を予備B～施工のみとしている。しかし、こ
れはその他事業段階での利用を妨げるものではない。
※2 当面。概略・予備Aは適用範囲としないため本標準に則った
データは流通しないが、設計情報は従来の形で流通する。  

図 2-1 道路事業における利用イメージと本書の対象範囲（概念図） 

 
【解説】 
 縦軸にデータ収集を想定した対象道路の状況（新設、改築）、横軸にデータ作成、利

用を想定した事業フェーズ（予備設計 B、詳細設計、施工、供用、維持管理、および

ITS）を表現した。 
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（2）河川事業 

本書の適用範囲は、事業段階では予備設計～施工までとし、従来の事業プロセスにおい

て設計成果が作成される新設堤防・改築堤防を対象とする。ただし、これはその他の事業

段階での利用を妨げるものではなく、将来的に測量調査や維持管理で利用することを念頭

に置いた将来的な拡張性も考慮する。 
 

 

 
図 2-2 河川事業における利用イメージと本書の対象範囲（概念図） 

 
【解説】 
 縦軸にデータ収集を想定した対象河川堤防の状況（新設、改築）、横軸にデータ作成、

利用を想定した事業フェーズ（予備設計、詳細設計、施工、維持管理）を表現した。 
 河川事業における本書の当面の適用範囲は、新設堤防および改築堤防を対象とし、事

業段階は、予備設計・詳細設計・施工を範囲としている。 
 本書の対象範囲は、設計～施工で 低限必要な、表面形状のみを扱うこととする。 
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2-2  本書で対象とするモデル 
本書で定める横断形状データでは、“横断構成”を車道（堤防天端）や法面などの要素

をそれぞれの要素幅・勾配・比高で表現するモデル（以下、要素定義パターンという）、“横

断面”を横断面ごとに形状の構成点で表現するモデル（以下、断面定義パターンという）

の 2 つの方法で定義する。 
地形情報は、設計情報として必要とされる“横断面”における地形情報を、断面定義パ

ターンで定義する。 
道路舗装の情報については、要素定義パターン、断面定義パターンそれぞれに定義する。 
なお、本書では横断構成と横断面を定義するため、中心線形とは別に、幅員中心を定義

することとする。（幅員中心については「2-3-2 （1）「幅員中心」の考え方」を参照するこ

と。） 
 

表 2-1 本書が定めるモデルの分類 

分類名 説明 備考 
道路中心線形（基

本道路中心線形） 
も基本的な平面線形と縦断線形で

表現される道路中心線形データモデ

ル 

道路中心線形データ交換標

準(案) 基本道路中心線形編

Ver.1.0 で定義。 
河川の堤防法線についても、

道路中心線形のモデルを準

用する。 

横断構成 横断形状を構成する車道や法面など

の要素に対してそれぞれの要素幅・勾

配・比高を定義し、その適用区間を定

義するモデル 
（要素定義パターン） 

本書の範囲 

横断面 設計図面の横断図のように、横断面ご

とに道路横断形状の構成点を表現す

るモデル（断面定義パターン） 

本書の範囲 

地形情報 地形線データモデル 
（断面定義パターン） 

本書の範囲 
本書では、設計情報として必

要な横断面における地形線

情報についてのみ定義。 

舗装情報 要素定義パターン、断面定義パターン

それぞれに付加される舗装情報のモ

デル 

本書の範囲 
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 要素定義パターン 
要素定義パターンは、横断形状を構成する車道（堤防天端）や法面などの要素に対して

それぞれの要素幅・勾配・比高を定義し、その適用区間を定義するモデルである。帯（ゾ

ーン）の作成は、構成要素の幅員や勾配の変化する度に、変化点である帯（ゾーン）の両

端の要素幅、勾配、比高を規定する。設計の変更作業が容易であるなどのメリットがある。 
 

 
図 2-3 「要素定義パターン」のイメージ 

 断面定義パターン 
断面定義パターンは、設計図面の横断図のように、横断面ごとに横断形状の構成点を表

現するモデルであり、モデルが理解しやすいというメリットがある。このパターンにより、

中心線形と組み合わせることで、平面・縦断線形と横断線形の形状を 3 次元化して表現が

出来る。また、構成点に対し横断構成要素の種別を定義することも可能である。 
ただし、3 次元形状を正確に表現するためには、横断形状が変化する全ての位置で横断

面の形状を定義しなければならず、作成する手間は非常に大きくなる。 
 

（参考とした既存モデル）
・LandXML/CrossSect要素
・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）

幅員・横断勾配・法面形状等、横断形
状が変化するごとに断面を定義する

断面の変化点

構成点

 

図 2-4 「断面定義パターン」のイメージ 
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2-3  モデルの基本的な考え方 
2-3-1  中心線形データ 

中心線形データは、「道路中心線形データ交換標準(案) 基本道路中心線形編 Ver.1.0」
に則って作成する。河川の堤防法線についても、道路中心線形のモデルを準用するが、

河川堤防に適用する場合の考え方を以下に示す。 
なお、測量中心線を基準に横断形状を定義する場合は、堤防法線を測量中心線に読み

替えて利用する。 
 

※ 堤防法線とは・・・ 
 河川堤防の表法肩、または堤防の天端中心を連ねた線。平面図においては堤防の

線形となる。一方、港湾では構造物の延長方向の軸線を慣例的に法線といい、岸

壁では face line、防波堤では center line の用語が用いられる。 
【「土木用語大辞典」より引用】 

 
（1）平面線形（全体構成） 

KE-3 KE-4

KE-2KE-1
EP

IP-2

IP-1

EP

開始点測点番号　：-9
開始点追加距離　：12.8495
累加距離標　　　　：-887.1505

主測点間隔　：100
副測点間隔　：20

主要点リスト

ブレーキ前測点番号 ：50
ブレーキ前測点追加距離 ：12.2568
累加距離標　　　　　　　　　：5,012.2568
ブレーキ後測点番号 ：49
ブレーキ後追加距離 ：65.3698

測点定義

IP点リスト

主要点

IP点

終了点測点番号　：75
終了点追加距離　：99.7758

総延長
　：7,438.30729
線形計算手法名
　：要素法

StationEquation

IPs

IP

ElementPts

ElementPt

平面線形
Horizontal

SP

SP

KE-1

IP-1

KE-2 KE-3

IP-2

BK
ブ
レ

ー
キ

前
50+

12.2568
修
正

後
49

＋
65.3698

KE-4

100m
※1

※1

・・・
（略）

※1：測点については、測点間隔のみを保持し、　に関する属性は保持しない。（自動発生）

48 49 50 49 50 51 52

主測点名
X,Y座標

IP点名
X,Y座標

※2

※2：幾何形状については、幾何要素（GeoElement）で保持。

測点番号 ：0
追加距離 ：0.0000
累加距離標　：0

・・・
（略）

SP

測点間隔
Interval

ブレーキ
Brake

EP

 
図 2-5 平面線形の記述 

 
【要件】 
 平面線形は、開始点（および開始点の累加距離標）、終了点を保持する。 
 測点間隔のみを持ち、測点１つ１つのデータは保持しない。 
→起点（測点番号＝ゼロの点）は、自由な位置で定義できるものとする。つまり、マイ
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ナス測点番号からの開始もあり得る。 
→上記に伴い、累加距離標もマイナスからの開始があり得る。 
 ブレーキは、前後の測点番号、累加距離標を持つ。 
→ブレーキ前後で同じ測点番号が出現することもあるため、測点番号を一意に定義する

方法として、累加距離標を保持する。つまり、開始（終了）測点番号、開始（終了）点

追加距離、累加距離標より、測定番号の算出が可能である。（※ 河川設計においてもブ

レーキを使用することがあるため） 
 累加距離標は、河口からを基点として堤防全体で規定すると値が大きくなることから、

平面線形毎に起点を定義することもあり得る。 
 点列は、主要点（幾何要素ごとの接続点）で保持することを基本とする。 
→IP 点についても、持つことは可能（省略可）である。なお、ソフトウェアが読み込む

際には、点列は並び順とする。 
 幾何形状は、主要点の並びで表現し、その間を幾何要素（直線、円曲線）で結合する

ものとする。 
 河川堤防の距離標は、河川中心線（河心線）で管理している距離標からの垂線と、堤

防法線の交点に設置されるが、本基準では設計、工事に広く用いられる累加距離標を、

平面線形開始点からの相対的な位置の基準として用いる。なお、測点も広く用いられ

ている相対的位置を表すキーではあるが、累加距離標より算出が可能であること、途

中でブレーキが入ると測点番号が重複する場合もあることから、測点を基準とはしな

いことにしている。 
 本書では、計算で算出ができる測点座標は必須としていないが、一般的な線形計算書

における中間点座標計算結果としての測点座標も必要に応じて交換できるように、中

間点を定義する。 
 
（2）幾何要素について 

「2-3-1 （1）平面線形（全体構成）」のうち、幾何要素部分については、以下のとお

りである。 

R

 
図 2-6 幾何要素の記述 
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【要件】 
 幾何形状は、主要点の並びで表現し、その間を幾何要素（直線、円曲線）で結合する

ものとする。 
 
（3）中間点について 

本書では必須としていないが、仮に中間点（中間点リスト）を保持する場合、以下の

ようなデータ構造として定義される。 

BK
ブ
レ
ー
キ
前

50+
12.2568

修
正
後

49
＋

65.3698

 

図 2-7 中間点を保持する場合の記述 

 
【要件】 
 中間点は、“開始主要点、測点、測点・・・、測点、終了主要点”の順列で保持する。 

 
 

【凡例】

開始点

終了点

IP点

主要点

測点

（ブレーキ後の測点）
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（4）縦断線形 

平面線形と縦断線形の対応は以下のとおり。 

KA-3
KE-4

KE-2
KA-1 EP

IP-2

IP-1

縦断勾配変移点

縦断地盤線

縦断勾配変移点

縦断地盤線

PVI

ExVerticalSurfaceLine

PVIPT

ExVerPt

縦断線形
Vertical

SP

BK
ブ
レ
ー
キ
前

5
0
+
1
2
.
2
5
6
8

修
正
後

4
9
＋
6
5
.
3
6
9
8
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測点番号 ：0
追加距離 ：0.0000
累加距離標　：0

PVI-1

PVI-2

SP

SP

EP

EP

EP

EP

PVI-1 PVI-2SP EP

縦断線形

縦断地盤線

平面線形

 

図 2-8 平面線形と縦断線形の対応 

 
【解説】 
 平面線形から xy 座標が、縦断線形から計画堤防高（z 座標）がそれぞれ求められる。 
 「計画堤防高＝計画する堤防法線の高さ」である。 
 「縦断勾配変移点」は、平面線形開始点からの相対的な位置を表す測点番号＋追加距

離（任意）、累加距離標（必須）のデータを入力することで平面線形との関係を保持す

る。 
→縦断図は平面線形に沿って展開された堤防断面と定義されることから、縦断線形

の測点間の距離や累加距離は平面線形と同一でなければならない。 
→堤防法線の主要点である「縦断勾配変移点」に平面線形の測点番号＋追加距離か

累加距離標がデータとしてあるので、中間点の標高は計算によって求めることがで

きる。 
 縦断線形が折れ線のみで表される場合には、「縦断曲線長」や「縦断曲線半径」の値

に 0 を入力する。 
 縦断地盤線は、縦断地盤構成点から構成され、標高が変化する測点ごとに、現況堤防

高もしくは堤内地盤高の標高を入力する。 
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2-3-2  横断形状データ 

以下、主に道路事業を例として、横断図に記載される要素（図 2-9 参照）を対象に、

本書との関係を解説する。 

 

図 2-9 サンプルとなる横断図 

 
 
（1）「幅員中心」の考え方 

 本書では、道路横断形状は「幅員中心」を基準に定義し、幅員中心からのオフセット

により、横断構成要素の位置および形状を規定する。道路設計においては、道路中心

線形（CL）よりも、横断構成要素の中心となる幅員中心を基準として外側に順に要素

を定義するのが一般的な作業手順であることと、暫定 2 車線道路での対応が容易であ

ることが主な理由である。（図 2-9 のような道路横断形状の場合、幅員中心と道路中心

線形の位置が異なる。）幅員中心が、道路中心線形位置と同じ場所である場合でも、全

区間において幅員中心を定義する。 

 幅員中心は、CL 離れ（道路中心線における平面線形の接線に対して直角方向の平面

的な離れ）と比高（中心線形との高低差)で、その位置を規定する。 
 ※ TS による出来型管理に用いる施工管理データ交換標準（案）を参考に定義 
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道路中心線形

BP

【凡例】

開始点

終了点

IP点

主要点

道路横断データを作成す
る箇所の道路中心線上の
ポイント

道路中心線形上の、
開始点（BP）からの

累加距離標

CL

CL

道路横断形状

幅員中心

【凡例】

道路横断上の累加距離標

幅員中心

道路中心線形離れ

計画高との高低差

EP

道路中心線形上の、
開始点（BP）からの

累加距離標

横
断

形
状

方
向

 
図 2-10 道路中心線形と幅員中心の関係 

 
（2）横断構成 

横断構成は、「要素定義パターン」の考え方に従い、道路では、幅員中心を基準に、

路線の開始点から終了側に向かった方向に対して、幅員中心を挟んで左右に分け各要

素を定義する。左・右横断構成要素は、任意の区間で道路中心線形方向に適用区間を

定義し、横断構成要素の要素幅、勾配、比高が変化する断面（以下、形状変化点とい

う。）もしくは横断構成要素が増減する断面（以下、構成変化点という。）ごとに“要

素幅”“勾配”“比高”を入力する。 
河川では、堤防法線を基準に河川起点側（下流側）から終点側（上流）に向かって

裏表に分け各要素を定義する。道路と同様に、横断構成要素の形状変化点もしくは構

成変化点ごとに“要素幅”“勾配”“比高”を入力する。 
ここで定義された横断構成は設計の考え方として、各横断構成要素の帯（ゾーン）

に適用される。 
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CL

横断構成

幅員中心

左横断構成

右横断構成

幅員中心

中央帯車道
路肩

法面
（盛土）

小段
（盛土）

法面
（盛土）

道路横断形状

車道
路肩

歩道

歩道

計画高取得位置

 
図 2-11 横断構成の記述 

【要件】 
 「横断構成」では、横断構成要素の帯（ゾーン）の区間を規定するために、道路中心

線形の累加距離標を用いる。 
 横断構成要素の横断方向の位置は、幅員中心を基準としたオフセット量によって規定

する。幅員中心は、CL 離れ（道路中心線における平面線形の接線に対して直角方向の

平面的な離れ）と比高（道路中心線形との高低差)で、その位置を規定する。 
 「左・右横断構成」の構成要素は、構成要素種別の形状変化点（要素の幅・勾配等が

変化する箇所）ごとに要素幅・勾配・比高を入力し定義する。 
 横断構成要素の道路中心線形方向の適用区間は、形状変化点ごとに定義され、帯（ゾ

ーン）状に形成される。 
 

道路では、幅員中心を挟んで左右を分けて道路の構成要素（右横断構成、左横断構

成）を定義するが、河川では、河川起点側（下流側）から終点側（上流側）に向かっ

て定義される堤防法線を基準に表裏を分けて、河川堤防の構成要素（表横断構成、裏

横断構成）を定義している。 
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（3）横断面 

横断面は「断面定義パターン」の考え方に従い、従来の設計と同じく横断図を作成

する断面（例えば、20m ピッチなど）と断面変化点ごとに構成点データを定義する。

また、横断構成要素の種別を定義できることとする。 

横断面

構築形状

構成点

道路中心線形

道路横断形状

BP

CL

車道

路肩法面
（盛土）

小段
（盛土）

法面
（盛土）

車道
路肩

歩道 歩道

幅員中心

【凡例】

道路中心線の累加距離標

幅員中心（道路中心線形離れ、計画高との高低差）

要素種別　（例：法面（盛土））

【凡例】

開始点

終了点

IP点

主要点

道路中心線の累加距離標

離れ

高
低

差

累加距離標

構成点（幅員中心または構成点からのオフセット）

中央帯

 

図 2-12 横断面の記述 

【要件】 
 「横断面」では、断面と道路中心線形（堤防法線）の関連づけを、道路中心線形（堤

防法線）の累加距離標にて行う。 
 「構築形状」は、一断面の形状を構成する構成点群を指す。 
 道路の場合、幅員中心は、CL 離れ（道路中心線における平面線形の接線に対して直

角方向の平面的な離れ）と比高（計画高との高低差)で、その位置を規定する。「横断面」

は、幅員中心から左右の構成点を、構築する要素幅と勾配、あるいは比高と勾配、あ

るいは要素幅と比高をスペース区切りで幅員中心から外側に向かって連続的に記入す

る。【連続的に作成しなければ、正確な構築形状は表現できない】 
 河川では、堤防法線から表裏の構成点を、外側に向かって連続的に記入する。 
 「構成点」は、各構成要素の形状に合わせて定義する。例えば、同じ構成要素種別で

あっても折れ点等を含む場合は構成要素を分けて定義する。また、本書が対象外とす

る付属施設（待避所、車両諸元計測施設、自動車駐車場、自転車駐車場、非常駐車帯、

チェーン着脱場等）については、「その他」属性を利用することで、連続した構成点を

作成する必要がある。 
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2-3-3  地形情報 

地形情報は、路線測量で、横断測量を実施した成果である横断地形線を定義したも

のである。また、2-3-2 （3）で定義した横断面を参照しているので、参照先の横断面

の「構成点」を結んだ横断形状と、測量を実施した断面ごとに保持している“地形線”

情報と重ね合わせて、“地形交点”の算出を可能とする。 
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0
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4
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6
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図 2-13 地形情報の記述 

【要件】 
 「地形情報」では、断面と道路中心線形（堤防法線）の関連づけを、道路中心線形（堤

防法線）の累加距離標にて行う。 
 道路では、幅員中心を定義せず、道路中心線形を基準とし、地形線構成点を道路中心

線形離れと標高をスペース区切りで記入する。河川では、堤防法線離れと標高をスペ
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ース区切りで記入する。 
 「左・右端地形交点」を算出した場合は、横断面の構成点要素において、地形と交わ

る構成要素の幅員中心側から外側に向かって実在する部分の勾配・比高を入力し、「実

在」属性を“true”とする。 
 
2-3-4  舗装情報 

舗装形状の指定方法として、1）横断構成（要素定義パターン）に基づく方法、2）
横断面（断面定義パターン）に基づく方法の 2 つがある。詳細については、4-3-3 （5）
に示す。 
舗装は、舗装を構成する層（舗装構成層）からなり、層ごとに表層、中間層、基層、

上層路盤、下層路盤等の種別が決められている。ここでは、表層2～路盤3を構成する層

について定義する。 

 
図 2-14 盛土部断面の名称 

出所：道路構造令の解説と運用，H16.2，(社)日本道路協会 
【舗装種類】 
舗装各層の名称は以下のとおりである。 

 

図 2-15 舗装の基本的な構成 

 
 

 

 

 

 

 

図 2-16 アスファルト舗装各層の名称     図 2-17 コンクリート舗装各層の名称 

出所：舗装設計施工指針，H18.2，(社)日本道路協会 

                                                  
2 アスファルト舗装の場合、表層および基層を、コンクリート舗装の場合、コンクリート版を指す。 
3 アスファルト舗装の場合、上層路盤および下層路盤を、コンクリート舗装の場合、左記に加えてアスフ

ァルト中間層を指す。 
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2-4  本書で取り扱う横断形状 
本書で取り扱う横断形状は、中心線形と組み合わせることで、構造物の骨格を 3 次元

的に表現することができる。 
本書で定義する横断形状の基本方針は以下のとおりである。 
 

（1）道路における横断形状 

1）対象とする横断構成要素 

本書で取り扱う道路横断形状が対象とする横断構成要素は、「道路構造令の解説と運

用」に記載される横断面の構成要素に加えて、土工面、法面、小段、擁壁、側溝、舗

装、その他とする。また、以下の横断構成要素は基本的な構成要素であることから、

より詳細なものについては今後の利活用方法に応じて、適宜追加していくこととする。 
 車道（車線等によって構成される道路の部分） 
 中央帯 
 路肩 
 停車帯 
 歩道、自転車歩行者道および自転車道（属性名は「歩道」とする） 
 植樹帯 
 副道 
 軌道敷 
 分離帯 
 側帯4 
 土工面（盛土）5 
 土工面（切土）5 
 法面（盛土） 
 法面（切土） 
 小段（盛土） 
 小段（切土） 
 擁壁6、特殊法面、ブロック積みなど（属性名は「擁壁」とする） 
 側溝、街渠、集水ますなどの用排水構造物（属性名は「側溝」とする） 
 舗装（舗装断面を定義する場合に使用する） 
 その他（下記、「その他の横断構成要素」にて使用） 

 
2）その他の横断構成要素 

以下に示す構成要素について、「その他」属性を利用することで、連続した構成点を

作成することができる。。 
 付属施設（待避所、車両諸元計測施設、自動車駐車場、自転車駐車場、非常駐車

帯、チェーン着脱場等） 
 その他の構造物 

 

                                                  
4 車道と路肩や分離帯を区別するために設けられた帯状の施設であり、車道と同一面で自動車の通行に耐える構造とな

っている。側帯の全幅あるいは車道側にはマーキングを施すのが普通となっており、これにより運転者に走るための側

方余裕を与え、また、運転者の視線を誘導する役割を果たす。幅は通常 0.25～0.75m である。 
5土工工事での利用を想定し、 終形状とならない施工形状を“土工面”として定義できることとした。 
6 擁壁は土工の一部であり、地形交点の算出に必要である。表面形状については構成点で表現することとする。 
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3）対象としない区間 

本書では、道路設計以外で別途設計を要する区間（交差点、トンネル、橋梁等）に

ついては、モデル化の対象外とする。 
 
 
（2）河川における横断形状 

1）対象とする横断構成要素 

本書で取り扱う河川堤防形状が対象とする構成要素は、「土木工事設計要領 第二編

河川編（九州地整）」に記載される横断面の構成要素を参考とし、以下のとおりとする。

また、以下の横断構成要素は基本的な構成要素であることから、より詳細なものにつ

いては今後の利活用方法に応じて、適宜追加していくこととする。 
対象とする構成要素のイメージを図 2-18 に、道路と河川の構成要素の対比を表 2-2

に示す。 
 堤防天端 
 土工面（盛土） 
 法面（盛土） 
 小段（盛土） 
 擁壁、護岸、法止めなど（属性名は「擁壁」とする） 
 その他 

 
2）その他の横断構成要素 

本書では、1）に示す構成要素以外の構造物等について、詳細に規定しないが、「そ

の他」属性を利用することで、連続した構成点を作成することができる。 
 
 

 

図 2-18 対象とする構成要素イメージ 
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表 2-2 道路と河川の構成要素の対比 

道路の構成要素 河川の構成要素 

車道 中央帯 路肩 停車帯 歩道 
植樹帯 副道 軌道敷 側帯 

堤防天端 

土工面（盛土） 土工面（盛土） 
土工面（切土）  
法面（盛土） 法面（盛土） 
法面（切土）  
小段（盛土） 小段（盛土） 
小段（切土）  
擁壁 擁壁 
側溝  
舗装  
その他 その他 
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3  適用した規約等 

3-1  引用規格 
本書で引用・参照した規格は、次のとおりである。 
[1] Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Third Edition) 

(W3C Recommendation 04 February 2004) 
[2] XML Schema Part 0: Primer Second Edition 

(W3C Recommendation 28 October 2004) 
[3] XML Schema Part 1: Structures (W3C Recommendation 2 May 2001) 
[4] XML Schema Part 2: Datatypes (W3C Recommendation 2 May 2001) 
[5] XML Path Language (XPath) Version 1.0 

(W3C Recommendation 16 November 1999) 
[6] XML 日本語プロファイル 
[7] 国土交通省国土地理院:地理情報標準プロファイル（JPGIS）Ver.1.0 (2007 年 3 月) 
[8] 日本道路公団: 道路事業におけるデータ交換仕様(2005 年 1 月) 
[9] LandXML 1.1 (LandXML.org) (2006 年 7 月) 
[10] 道路中心線形データ交換標準（案）基本道路中心線形編(2006 年 11 月) 
[11] 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）Ver.4.0(2011 年 9 月) 

 
3-2  データ形式と文字コード 
3-2-1  データ形式 

1.データを格納するファイルの形式は、引用規格[1]に従うものとする。 
2.XML ファイル作成の基となる XML スキーマは、引用規格[2]～[5]に従うものとす

る。 
 

3-2-2  文字コード 

XML ファイルならびに XMLShema ファイルに使用する文字符号化方式は、「UTF-8」
または「UTF-16」とする。この理由は以下に拠る。 
 XML に関連する規格の規定値は、ISO/IEC-10646(Unicode)であり、その他の文字コ

ードも宣言により使用可能であるが、規格上では保証されていない。 
 XMLファイルは、何らかのソフトウェアにより処理されることが想定されるが、近年

の実装言語は ISO/IEC-10646(Unicode)を基本としており、他の文字コードの場合を

これらの言語上で扱うためは、変換操作が必要となる。また、近年の PC 上の OS も

ISO/IEC-10646(Unicode)を基本としている。 
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3-3  命名規約 
3-3-1  使用文字に関する命名規約 

要素名、属性名などスキーマ定義文書で使用できる文字は、ISO/IEC-10646(Unicode)
で規定される文字とし、ラテン文字パート以外の名前は使用しないものとする。ただし、

わかりやすさを考慮し、注記として日本語の名称を付加する。 

表 3-1 スキーマ定義文書および注記に関する使用文字 

使用箇所 使用文字 

先頭文字 
Letter クラス(アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字など)、
_(アンダースコア)、:(コロン)   

2 文字目以降 

Letter クラス(アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字など)、
Digit クラス(数字)、Combining Character クラス(アクセント記号、

ウムラウト記号)、Extender クラス(文字の後や間に使用する文字

例えば「ー」や「々」など)、_(アンダースコア)、:(コロン)、.(ピリ

オド)、-(ハイフン)   

※ 使用箇所とは、要素名、属性名、もしくは注記における各項目の箇所を表す。（ex.要素

名「n
．
ame」における“n”） 

 
本書に基づき作成される XML データについては、以下の命名規約に拠るものとす

る。 
 英数字は半角を用いる。ただし、日本語内で用いる数字等（ex.第９系など）は除く。 
 スペースは使用せず、必要な場合はアンダースコア“_”を用いる。 

 



 

 

 22

3-3-2  要素・属性に関する命名規約 

 要素、属性の命名は、該当する英単語を基本とし、単語の先頭を大文字とした略語と

する。また、複数の単語が連なる場合は、先頭の文字のみを繋げた略語とする。 
 座標点等の物理 XML ファイル内で、相当数の出現が予想されるものについては、フ

ァイル容量を必要以上に拡大しないため、「表 3-2 略語一覧」に示す略語を使用する。 

表 3-2 略語一覧 

略語 省略しない名称 説明 

 Element ・Attribute 共通 要素・属性 
CRS Coordinate Reference System 座標参照系 

PI Point of Intersection  IP 点 

Pnt Point 点（点のリスト） 

PVI Intersection Point of Vertical tangent 勾配変移点 

Pnt Point 点（点のリスト） 

L Left 左（表） 

R Right 右（裏） 

CL Center Line 中心線 

FH Formation Height 計画高 

Ref Reference 参照 

HWL (Design) High Water Level 計画高水位  

 Element 要素 

Gm Geometry 幾何要素 

Info Information （一般的な）情報 

Grp Group グループ 

S(PVI) Superelevation (Intersection Point of Vertical tangent) 片（勾配変移点） 

C(PVI) Cross section (Intersection Point of Vertical tangent) 横断（勾配変移線） 

Ex Existing 現存の 

IG Intersection of Ground 地形交点 

 Attribute 属性 

Add Additional 追加 

Dist Distance 距離 

A (Parameter of Clothoid ) クロソイドパラメータ

Ref Reference 参照 
VCL Vertical Curve Length 縦断曲線長 
VCR Vertical Curve Radius 縦断曲線半径 
E Elevation 標高 
NO Number 番号 
x x coordinate value x 座標 
y y coordinate value y 座標 
Chg Change 変化 

※ 集合を表す場合には”s”を用いる。 
※ NO は慣用的に用いられている略語であり、本命名規約には則らない。 
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3-4  用語解説 
本書で XML スキーマを定義するにあたって、参照した用語解説を以下に示す。 

※ 用語名表記の凡例：【用語の日本語名】本書で用いた用語（参考文献に記載のある用語） 
 

【測点】 
  三角点、水準点など測量をするための基準点の総称。本書では、構造物の設計・施工
時の目標となるように、平面線形上に一定間隔で設置される点として定義する。縦断計
画高や道路横断形状を求めるための参照点として利用される。（距離標設置測量における
「測点」ではないことに留意されたい） 

 
【追加距離】 

縦断測量成果における路線に沿った始点からの水平距離、並びに、各点の位置を表す
表現としての直近の開始点側測点からの離れという 2 つの意味をもつ。 
本書では後者の意味として利用し、個々の点を呼称するときには、測点番号＋追加距

離として表現する。 
 

【累加距離標】 
路線に沿った始点からの水平距離（標）。一般的には追加距離と呼ぶが、本書では、上
記の追加距離と区別するために累加距離標と呼ぶことにしている。例えば、各測点間の
距離（短距離）を順次合計していき、追加距離を加えることで、各点における累加距離
標を求める。 
 

【主要点】 
平面線形の基本的な形状を再現するために必要であり、かつ平面線形を構成する点。幾
何要素の開始点・終了点に配置される。一般的な線形計算書における主要点座標計算結
果として整理される場合が多い。 
 

【中間点】 

一般的な線形計算書における中間点座標計算結果として整理される場合が多い。中間点
の順列を表現する（中間点リストの）場合、主要点を開始点、終了点として持つことか
ら、主要点が含まれることもある。 

 
【横断面】cross section 

部材または構造物等を、その軸または長さ方向に垂直な面で切断した断面。管の断面
を表示したり、土工量を計算するための地盤の断面を表す際に使用する。 

 
 

【計画高】formaion height 
ある基準になる場所の計画する高さを標高で示したもの。道路の計画高は通常、設計

上の道路中心線の位置の高さ。 
 

【幅員中心】formaion  
道路の幅員構成の中心。具体的には、車道中央線や中央帯の中心を指し、道路中心線

形とは一致しない場合がある。道路の中央ともいう。 
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図 3-1 幅員中心の平面図上の位置づけ 

 
【道路中心線形離れ】center line offset  

道路中心線形の任意の累加距離標における、平面線形の接線方向に対する直角方向の

距離。道路起点側から終点側に向かって右断面方向を正、左断面方向を負として定義す

る。 

 

図 3-2 道路中心線形離れの考え方（平面） 

 
【計画高との高低差】formation height offset 

道路中心線形の任意の累加距離標における、計画高との高低差。計画高よりも高い位

置の場合を正、低い位置の場合を負として定義する。 
 

 

図 3-3 計画高との高低差の考え方（幅員中心を規定する例） 
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表 3-3 幅員中心と道路中心線形の位置関係 

平面図 
（道路中心線形と断面の位

置） 

断面図 道路中心線形とのずれ 

 
左右対称の通常の横断面

（中央帯なし）  

幅員中心と道路中心線形

が一致するため、水平方

向・垂直方向ともにシフ

トなし 

 

左右対称の通常の横断面

（中央帯あり）※1 

 
例）計画高が左右同じ値 

平面図上、幅員中心と道

路中心線形は一致。垂直

方向（高さ方向）にのみ

シフト 

 
 

 
例）右折レーンの横断面※2 

 

 

幅員中心は道路中心線形

から水平方向（右側）と

垂直方向（高さ方向）に

シフト 

 
例）内側拡幅部分の横断面 

幅員中心は道路中心線形

から水平方向（左側）と

垂直方向（高さ方向）に

シフト 

 

例）暫定形状の横断面  

暫定形状が計画されてい

る場合、幅員中心は暫定

形状の車線中心になるた

め、幅員中心は道路中心

線形から水平方向（左側）

と垂直方向（高さ方向）

にシフト 
※1：通常、計画高は道路中心線形の位置で高さを取るが、中央帯上に道路中心線形が存在

する場合の計画高取得位置は、中央帯端部となる。左右の計画高が異なる場合は、どちら

か片方の計画高を基準とする。（運用で対応する） 
 
 
 



 

 

 26

※2：右折レーンのように車線が増加する区間において、車線に係わる情報を明示的に受け

渡すための情報は存在しない。ただし、車線毎に要素種別（車道：carriageway）を定

義し、要素名にて複数の車線を識別すれば、車線毎の計画高位置、横断勾配について

は表現可能になる。 

図 3-4 複数車線の情報 

 
【横断構成】road composition（component of cross section） 

横断面の全体構成のこと。道路の場合、交通機能および環境空間機能の一部として必

要な幅員に加えて、必要な空間機能が総幅員で確保できるか否かのチェックを行い、必

要な道路の機能が確保できるように調整し、総合的に判断して総幅員と横断面構成要素

の幅員を決定する必要がある。 

 
【横断構成要素】component element（cross sectional element） 

道路の場合、道路の幅員を構成している要素。横断面の構成要素はつぎのとおりであ

る。本書では構成要素の種別として、土工面、法面、小段などを追加している。（以下、

例を掲載） 
 車道（車線等によって構成される道路の部分） 
 中央帯 
 路肩 
 停車帯 
 歩道、自転車歩行者道および自転車道（属性名は「歩道」とする） 
 植樹帯 
 副道 
 軌道敷 
 分離帯 
 側帯 

 
河川の場合、横断面の構成要素は、堤防天端、土工面、法面、小段などとなる。 
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【要素幅】width 
道路中心線形に任意の累加距離において、平面線形の

接線方向に対して直角方向に存在する、隣り合う構成点

間の距離。 
 

【勾配】slope（gradient crossslope） 
傾斜面の傾きの程度。また、斜面のこと 
 

【比高】height 
道路中心線形に任意の累加距離において、平面線形の

接線方向に対して直角方向に存在する、隣り合う構成点

間の高低差。 
 

【建築限界】clearance（clearance limit） 
車両や歩行者の交通の安全を確保するために、道路上のある一定の幅、高さの範囲内

には障害となるような物を置いてはいけないという空間確保の限界。建築限界が確保さ

れない箇所で道路構造の保全、交通の危険防止のため、通行する車両の高さを制限する

ことを高さ制限という。 
建築限界内には、橋脚や橋台はもとより、照明施設、防護柵、信号機、道路標識、並

木、電柱等の諸施設を設けることはできない。幅員構成を決める場合には、各種の施設

の設計計画についても十分検討しておく必要がある。 
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表 3-4 車道の建築限界 

(一)車道に接続して路肩を設ける道路の車道

((三)に示す部分を除く。) 

(二)車道に接続して路

肩を設けない道路の

車道((三)に示す部分

を除く。) 

(三)車道のうち分離帯

又は交通島に係る部

分 
歩道又は自転車道等

を有しないﾄﾝﾈﾙ又は

長さ 50m 以上の橋若

しくは高架の道路以

外の道路の車道 

歩道又は自転車道等

を有しないﾄﾝﾈﾙ又は

長さ 50m 以上の橋若

しくは高架の道路の

車道 

 

表 3-5 歩道及び自転車道又は自転車歩行者道の建築限界 

路上施設を設けない歩道及び自転車道等 路上施設を設ける歩道及び自転車道等 

  

 
【構成点】composed point 

道路横断の構築形状を構成する点をいう。構築形状は折れ線で表現することから、構

成点は折れ線の始点と終点及び折れ点からなる。 
 

【構築形状】build form 
構成点の並びで表現される横断形状。 

 
【地形線】ground line 

工事に取りかかる前の手を加えない自然の地形表面。特に、縦断測線の任意の点（通

常は、敷地境界や埋立地境界とすることが多い。）を 0 点（原点）とし、通常 20ｍ間隔ご

とに縦断測線を垂直に横断する直線（この直線を「横断測線」という。）で地形を切った

場合の断面図を横断図という。 
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【地形交点】intersection of ground 

構築形状の法面部分と地形との交点のこと。 
 

【舗装】pavement 
自動車や人の安全、円滑、および快適な通行に供する路面を形成するために、舗装材

料で構築した構造物のこと。 
 

【舗装構成層】pavement layer 
舗装を構成する層の一つ。表層、基層、路床などの単位で舗装構成層とよぶ。 

 
【舗装構成】pavement composition 

舗装構成層の集合により、舗装としての機能を提供している一つのまとまり。 
 

【計画高水位】design high water level 
治水計画で基準となる洪水の水位。加工や河川の合流部において安全性や内水対策を

考慮する場合等に必要とされる。 
 

【堤防法線】（levee）alignment 
河川堤防の表法肩、または堤防の天端中心を連ねた線。平面図においては堤防の線形

となる。一方、港湾では構造物の延長方向の軸線を慣用的に法線といい、岸壁は face line、
防波堤は center line の用語が用いられる。 

 
【天端】crown 

河川堤防、防波堤、ダム等の頂面。場合によっては道路と併用されることもある。基
準面から天端までの高さを天端高、その幅を天端幅という。 

 
 

＜引用＞ 

1)図解 道路用語辞典（昭和 57 年 鈴木道雄 編） 

2)道路用語辞典 第 3版（平成 9年 社団法人 日本道路協会 編） 

3)土木用語大辞典 第 1版（平成 11 年 社団法人 土木学会 編） 

4)道路構造令の解説と運用（平成 16 年 社団法人 日本道路協会 編） 

5)道路調査設計ノウハウ集（平成 11 年 道路調査設計研究会 編） 

6) 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）Ver.2.0（平成 19 年 国

土技術政策総合研究所） 

7)舗装設計施工指針（平成 18 年 社団法人 日本道路協会） 
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4  XML スキーマ解説 
4-1  全体構成の解説 

本書で定義する XML スキーマに関する基本要素、およびその構成を図 4-1 に示す。 
 

複合タイプ

構築形状 構成点

計画高との高低差

道路中心線形
離れ

構成点

地形線構成点

勾配

比高

要素幅横断構成要素

3次元構築物情報 座標点グループ

中心線形
セット

横断形状
セット

縦断地盤線リスト

座標点リスト

中心線形

横断構成

横断面

地形情報

縦断地盤線

縦断線形

右横断構成

座標点

平面線形

幅員中心

左横断構成

構築形状

地形線

縦断地盤線
構成点

道路中心線形データ交換標準
（案）で定義されている構成要素

【凡例】

ルート

座標参照系

プロジェクト情報

勾配

比高

要素幅横断構成要素

舗装情報 舗装構成 舗装構成層

右端位置の変化

左端位置の変化

舗装断面 舗装構築形状

道路と河川で共通な構成要素

構成点

計画高水位

道路専用の要素

河川専用の要素

※道路中心線形データ交換
標準（案）を参照

※道路中心線形データ交換
標準（案）を参照

目標座標点

 
 

図 4-1 基本要素と構成 
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4-2  表記方法の例 
以降の「解説」で用いた表記例は、以下のとおり。 

表 4-1 解説の例（例：座標点リスト） 

（1）要素名 GmPnts （2）論理名 座標点リスト 
（3）パ ス ThreeDimensionalDesignGm/GmPntsGrp/GmPnts 

（4）図 

 

（5）子要素 GmPnt 

（6）型 － 
（7）出現回数 1 以上 

（8）属 性 
name 名称 xsd:string 必須 

座標点グループ名

例：幅杭座標 
note 注記 xsd:string   

（9）内容 中心線形幾何要素に関係ない座標点グループ 

※ その他項目として、“（10）列挙子”“（11）記入例”が存在 
 

① 要素名・・要素の名称。 
② 論理名・・要素名の日本語注記。 
③ パス・・・スキーマ内におけるパス。 
④ 図・・・・該当要素とその子要素との関連性を図化したもの。 
⑤ 子要素・・要素に含まれる他の要素。 
⑥ 型・・・・要素のデータ型。 
⑦ 出現回数・要素を使用できる回数を定義したもの。 
⑧ 属性・・・属性は要素の開始タグの中に指定することができ、その要素が表

すデータ構造についての説明をさらに加えることができる。この欄には、属

性名とそれらの型、必須記入か否か、記入方法や例を表記。 
⑨ 内容・・・要素の内容を説明。 
⑩ 列挙子 ・使用可能な一連の値を指定したい場合に宣言する。このリスト内に

存在しない値を指定することはできない。 
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4-3  要素の解説 
本書では、図 4-1 に記載されたすべての要素を定義する。 

 
要素名 ThreeDimensionalDesignGmxml 論理名  

パ ス / 

図 

 

 
子要素 ProjectInfo CRS ThreeDimensionalDesignGm 

内 容 ルート要素 
※ ThreeDimensionalDesignGm は複数定義することが可能である。ただし、１つの XML

ファイル内で複数の線形を定義する場合は、“Alignment”を複数定義するものとし、

ThreeDimensionalDesignGm は、１つの XML ファイル内に１つのみ定義する。 
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4-3-1  プロジェクト情報 
要素名 ProjectInfo 論理名 プロジェクト情報 
パ ス /ProjectInfo 

図 

子要素 ProjectName CreatorInfo CreateDate ProjectPhase Note 

型 － 
出現回数 1 

記入例 

<ProjectInfo> 
<ProjectName>○○道路詳細設計</ProjectName> 
<CreatorInfo> 

<Person>山田太郎</Person> 
<Company>○○設計株式会社</Company> 

</CreatorInfo> 
<CreateDate>2006-06-22</CreateDate> 
<ProjectPhase>詳細</ProjectPhase> 
<Note>道路形状データ交換標準（案）サンプルデータ</Note> 

</ProjectInfo> 

 
 
（1）件名 

要素名 ProjectName 論理名 件名 
パ ス /ProjectInfo/ProjectName 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 1 
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（2）データ作成者情報 
要素名 CreatorInfo 論理名 データ作成者情報 
パ ス /ProjectInfo/CreatorInfo 

図 

 

子要素 Company Person 

型 － 
出現回数 1 

 
1）会社名 
要素名 Company 論理名 会社名 
パ ス /ProjectInfo/CreatorInfo/Company 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 名前と対で 1 以上 
 

2）作成者名 
要素名 Person 論理名 作成者名 
パ ス /ProjectInfo/CreatorInfo/Person 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 会社名と対で 1 以上 
 
（3）データ作成日 

要素名 CreateDate 論理名 データ作成日 
パ ス /ProjectInfo/CreateDate 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:date 

出現回数 1 
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（4）事業段階 
要素名 ProjectPhase 論理名 事業段階 
パ ス /ProjectInfo/ProjectPhase 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 1 
 
 
（5）注記 

要素名 Note 論理名 注記 
パ ス /ProjectInfo/Note 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 1 
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4-3-2  座標参照系セット 
要素名 CRSs 論理名 座標参照系セット 
パ ス /CRSs 

図 

子要素 CRS 

型 － 
出現回数 1 

記入例 

<CRSs> 
<CRS CRSName="CRS1"> 

<GeodeticDatum>JGD2000</GeodeticDatum> 
<VerticalDatum StdName="T.P." DifferToTP="0.000000"/> 
<HorizontalCoordinateSystem>9(X,Y)</HorizontalCoordinateSystem> 
<VerticalCoordinateSystem>H</VerticalCoordinateSystem> 
<Remark>第 9 系</Remark> 

</CRS> 
</CRSs> 

 
 
（1）座標参照系 

要素名 CRS 論理名 座標参照系 
パ ス /CRSs/CRS 

図 

 

子要素 
GeodeticDatum VerticalDatum HorizontalCoordinateSystem 
VerticalCoordinateSystem Remark 

型 － 
属 性 CRSName 座標系名称 xsd:string 必須 例：CRS1 

出現回数 1 以上 
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1）測地原子 
要素名 GeodeticDatum 論理名 測地原子 
パ ス /CRSs/CRS/GeodeticDatum 

図 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 1 

列挙子 
JGD2000 日本測地系２０００ 
TD 日本測地系 
WGS84 世界測地系（緯度経度を入力） 

 
2）鉛直原子 
要素名 VerticalDatum 論理名 鉛直原子 
パ ス /CRSs/CRS/VerticalDatum 

図 

子要素 － 
型 － 

出現回数 1 

属 性 

stdName 基準名 xsd:string 必須 例：T.P 

differToTP 
TP との標高

差 
xsd:double 必須 

T.P（東京湾中等

潮位）との差を記

述 

 
主要河川の基準名及び T.P との標高差 

河 川 名 基 準 面 T.P との標高差 
東京湾中等潮位 T.P 
北上川 K.P -0.8745 m
鳴瀬川 S.P -0.0873 m
利根川 Y.P -0.8402 m
荒川・中川・多摩川 A.P -1.1344 m
淀川 O.P -1.3000 m
吉野川 A.P -0.8333 m
渡川 T.P.W +0.113 m
琵琶湖 B.S.L ＋84.371 m
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3）水平座標系 
要素名 HorizontalCoordinateSystem 論理名 水平座標系 
パ ス /CRSs/CRS/HorizontalCoordinateSystem 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 1 

列挙子 

1(X,Y)  平面直角座標系第 I 系 
2(X,Y) 平面直角座標系第 II 系 
3(X,Y) 平面直角座標系第 III 系 
4(X,Y) 平面直角座標系第 IV 系 
5(X,Y) 平面直角座標系第 V 系 
6(X,Y) 平面直角座標系第 VI 系 
7(X,Y) 平面直角座標系第 VII 系 
8(X,Y) 平面直角座標系第 VIII 系 
9(X,Y) 平面直角座標系第 IX 系 
10(X,Y) 平面直角座標系第 X 系 
11(X,Y) 平面直角座標系第 XI 系 
12(X,Y) 平面直角座標系第 XII 系 
13(X,Y) 平面直角座標系第 XIII 系 
14(X,Y) 平面直角座標系第 XIV 系 
15(X,Y) 平面直角座標系第 XV 系 
16(X,Y) 平面直角座標系第 XVI 系 
17(X,Y) 平面直角座標系第 XVII 系 
18(X,Y) 平面直角座標系第 XVIII 系 
19(X,Y) 平面直角座標系第 XIX 系 
(B,L) 測地座標系（世界測地系を選択した場合） 

 
 

4）鉛直座標系 
要素名 VerticalCoordinateSystem 論理名 鉛直座標系 
パ ス /CRSs/CRS/VerticalCoordinateSystem 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 1 

列挙子 
H 鉛直原子となる平均海面からの高さ（測量原子で日本測地系 2000、

日本測地系を選択した場合に入力） 
h 楕円体高（測量原子で世界測地系を選択した場合に入力） 

※ 地理情報標準では、標高(H)、GPS 測量により求まる高さ（準拠楕円体からの楕円体高）

(h)と表現 
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5）座標系注意点 
 

要素名 Remark 論理名 座標系注意点 
パ ス /CRSs /CRS/Remark 

図 
 

子要素 － 
型 xsd:string 

出現回数 0 又は 1 
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4-3-3  3 次元構築物情報 
要素名 ThreeDimensionalDesignGm 論理名 3 次元構築物情報 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm 

図 

 

 

子要素 
GmPntsGrp Alignments CrossSections ExVerticalSurfaceLines 
Pavements HighWaterLevel Pnt 

型 － 
出現回数 － 

属 性 

RouteName 路線名 xsd:string 必須 道路の場合は路線

名、河川の場合は

河川名を記述する

designGmType 構築物情報種

別 
xsd:string 必須 以下から選択 

道路, 
河川 

Classification 規格・等級 xsd:string 必須 道路の場合、以下

から選択 
第１種第１級, 
第１種第２級, 
第１種第３級, 
第１種第４級, 
第２種第１級, 
第２種第２級, 
第３種第１級, 
第３種第２級, 
第３種第３級, 
第３種第４級, 
第３種第５級, 
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第４種第１級, 
第４種第２級, 
第４種第３級, 
第４種第４級 
河川の場合、河川

等級を記入 
DesignSpeed 設計速度 xsd:integer  道路の場合、以下

から選択 
120,100,80,60,50,
40,30,20 （km/h）

TrafficVolume 設計交通量 xsd:integer  道路の場合、設計

交通量を記入（台

／１日） 
side 左右岸区分 xsd:string 必須 

（※河川の

場合） 

河川の場合、以下

から選択 
左岸, 
右岸 

内 容 道路または河川の 3次元構築物に関する情報 

記入例 

<ThreeDimensionalDesignGm RouteName="一般国道○○号（○○道）○○JCT～○○I.C" 
designGmType ="道路" Classification="第 1 種第 2 級" TrafficVolume="28400"  
DesignSpeed="100"> 
………………… 

</ThreeDimensionalDesignGm> 

 
【左右岸区分（side）】 

河川堤防形状データは、左岸堤防、右岸堤防ごとにデータを分けて作成する。左岸・右岸

を判別するために、左右岸区分（side）を必須記入とする。 
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（1）座標点グループ 
 

要素名 GmPntsGrp 論理名 座標点グループ 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/GmPntsGrp 

図 

 

子要素 GmPnts 

型 － 
出現回数 0 又は 1 
内 容 道路中心線形幾何要素に関係ない座標点のリスト 

記入例 

< GmPntsGrp > 
<GmPnts Name="交差点交点" Note="交差点座標のリスト"> 
<GmPnt Name="kousa1" x="2480.728421" y="27341.811548" /> 
<GmPnt Name="kousa2" x="693.902632" y="28259.893773"/> 

</GmPnts> 
</ GmPntsGrp > 

※ 座標等に関する数値の精度は下記を確保すること。 
 

数値精度            

項目 精度 
平面座標（X,Y） 小数点以下６桁 
測点 小数点以下４桁 
距離 小数点以下４桁 
標高 小数点以下３桁 
円曲線半径 小数点以下３桁 
クロソイドパラメータ 小数点以下３桁 
クロソイド 第６項まで計算 

 
 

1）座標点リスト 
 

要素名 GmPnts 論理名 座標点リスト 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/GmPntsGrp/GmPnts 

図 

 

子要素 GmPnt 

型 － 
出現回数 1 以上 

属 性 
Name 名称 xsd:string 必須 

座標点グループ名

例：幅杭座標 
Note 注記 xsd:string   

内容 道路中心線形幾何要素に関係ない座標点グループ 
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（A）座標点 

 
要素名 GmPnt 論理名 座標点 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/GmPntsGrp/GmPnts/GmPnt 

図 

 
子要素 － 
型 － 

出現回数 1 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 座標点名 
X x 座標 xsd:double 必須  
Y y 座標 xsd:double 必須  
E 標高 xsd:double   
Note 注記 xsd:string   

内容 道路中心線形幾何要素に関係ない点 
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（2）中心線形セット（堤防法線セット） 
 

要素名 
Alignments 論理名 中心線形セット（堤防法線セ

ット） 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments 

図 

 

子要素 Alignment 

型 － 
出現回数 1 

内 容 中心線形（堤防法線セット）のコレクション 

記入例 

<Alignments> 
<Alignment Name="MARUMARUDOU" Note="ａ．○○道 ［国土交通省側］ " 
RefCRS="CRS1">  </Alignment> 

</Alignments> 

 
 

1）中心線形（堤防法線） 
 

要素名 Alignment 論理名 中心線形（堤防法線） 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment 

図 

子要素 Horizontal Vertical 

型 － 
出現回数 １以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 線形名称 

RefCRS 参照座標系 xsd:string 必須 
その線形が使用する

参照座標系の名称 
Note 注記 xsd:string   

内 容 中心線形（堤防法線）の情報 
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（A）平面線形 

 
要素名 Horizontal 論理名 平面線形 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal 

図 

 
 

子要素 
StationEquation ElementPnts PIs IntermediatePnts GmElement 
Superelevation 

型 － 
出現回数 1 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 平面線形名称 
StartStationNO 開始測点番号 xsd:integer 必須  
StartAddDist 開始点追加距離 xsd:double 必須  

CumulativeDist 累加距離標 xsd:double 必須 

開始測点を基準とし

たその位置までの距

離（下図の開始点累加

距離標） 
EndStationNO 終了測点番号 xsd:integer 必須  
EndAddDist 終了点追加距離 xsd:double 必須  
Length 総延長 xsd:double 必須  

Method 線形計算手法名 xsd:string 必須 
IP 法か要素法の何れ

かを記入 
Note 注記 xsd:string   

内 容 平面線形に関する情報 

記入例 

<Horizontal Name=" 平 面 線 形 1" StartStationNO="-9" StartAddDist="12.849540" 
CumulativeDist="-912.849540" EndStationNO="75" EndAddDist="99.775792" 
Length="8512.625332 " Method="要素法"> 
………………… 
</Horizontal> 

※ 測点番号が負の場合は、測点番号と追加距離の全体に“－”を付し、基準点（測点ゼロ、

追加距離ゼロの地点）からの距離を累加距離として保持することを基本とする。（図 4-2
参照） 
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図 4-2 測点（測点番号＋追加距離）と累加距離標の関係 

 
 

a）測点定義 
 

要素名 StationEquation 論理名 測点定義 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/StationEquation 

図 

子要素 Interval Brake 

型 － 
出現回数 1 

内 容 測点定義に関する情報 

記入例 
<StationEquation> 

<Interval Main="100"/> 
</StationEquation> 

 
① 測点間隔 

 
要素名 Interval 論理名 測点間隔 

パ ス 
/ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/StationEquation/I
nterval 

図 
 

子要素 － 
型 － 

出現回数 1 

属 性 
Main 主測点間隔 xsd:double 必須  
Sub 副測点間隔 xsd:double   

内 容 測点間隔に関する情報 
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② ブレーキ 

 
要素名 Brake 論理名 ブレーキ 

パ ス 
/ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/StationEquation/
Brake 

図 

 
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

BeforeStationN
O 

ブレーキ前測点

番号 
xsd:integer  

ブレーキ地点より前の

測点方式での測点値 

BeforeAddDist 
ブレーキ前測点

追加距離 
xsd:double  

ブレーキ地点より前の

測点の追加距離 

CumulativeDist 累加距離標 xsd:double 必須 
開始測点を基準とした

その位置までの距離 

AfterStationNO 
ブレーキ後測点

番号 
xsd:integer 必須 

ブレーキ地点より後の

測点方式での測点値（変

更後の初期値） 

AfterAddDist 
ブレーキ後測点

追加距離 
xsd:double 必須 

ブレーキ地点より後の

測点の追加距離 

内 容 測点のブレーキに関する定義情報 
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図 4-3 ブレーキ前後の測点番号とブレーキ位置の累加距離標の関係 
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b）主要点リスト 
 

要素名 ElementPnts 論理名 主要点リスト 
パ ス / ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/ElementPnts 

図 

子要素 ElementPnt 

型 － 
出現回数 1 

内 容 主要点のコレクション。主要点の並びについては記述順とする。 

記入例 

< ElementPnts > 
<ElementPnt Name="BC 01-0" x="3937.000000 " y="25640.000000 "/> 
<ElementPnt Name="EBC 01-1" x="3481.593670 " y="26326.382810 "/> 
<ElementPnt Name="KAE 01-1" x="1943.410254 " y="27759.551716 "/> 
<ElementPnt Name="KEE 01-1" x="1628.169584 " y="27962.242624 "/> 
<ElementPnt Name="KE 01-1 x="1250.155612 " y="28121.347378 "/> 
………………… 

</ ElementPnts > 
 

 
① 主要点 

 
要素名 ElementPnt 論理名 主要点 

パ ス 
/ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/ElementPnts/Ele
mentPnt 

図 

 
子要素 － 
型 GmPntType 

出現回数 2 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 主要点名称 
x x 座標 xsd:double 必須  
y y 座標 xsd:double 必須  
E 標高 xsd:double   
Note 注記 xsd:string   

内 容 主要点の情報 
 
 

c）IP 点リスト 
 

要素名 PIs 論理名 IP 点リスト 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/PIs 

図 

子要素 PI 

型 － 
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出現回数 0 又は 1 
内 容 IP 点のコレクション。IP 点の並びについては記述順とする。 

記入例 

<PIs> 
<PI Name="IP1" x="2822.105260 " y="27767.725679 " Note="BC01-0～KA02-1 間"/> 
<PI Name="IP2" x="-1328.923412 " y="28719.382440 " Note="KA02-1～KA03-1 間"/> 
<PI Name="IP3" x="-1041.021099 " y="31160.562746 " Note="KA03-1～KA03-2 間"/> 
</PIs> 

 
① IP 点 

 
要素名 PI 論理名 IP 点 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/PIs/PI 

図 

 
子要素 － 
型 GmPntType 

出現回数 0 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 IP 点名称 
x x 座標 xsd:double 必須  
y y 座標 xsd:double 必須  
E 標高 xsd:double   
Note 注記 xsd:string   

内 容 IP 点の情報 
※ 卵形の線形を取り扱う場合は、“大 IP 点”のみを記載する 

 
d）中間点リスト 

 
要素名 IntermediatePnts 論理名 中間点リスト 
パ ス ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/IntermediatePnts 

図 

子要素 IntermediatePnt 

型 － 
出現回数 0 又は 1 
内 容 中間点のコレクション。中間点の並びについては記述順とする。 

記入例 

<IntermediatePnts> 
<IntermediatePnt Name="-0+87.666061" x="3481.593670 " y="26326.382810 " 

CumulativeDist="-87.666061" TangentDirectionAngle="129-30-04.194"/> 
<IntermediatePnt Name="0+00.000000" x="3425.492581 " y="26393.746963 " 

CumulativeDist="0.000000" TangentDirectionAngle="130-10-23.501"/> 
<IntermediatePnt Name="1+00.000000" x="3360.601734 " y="26469.832756 " 

CumulativeDist="100.000000" TangentDirectionAngle="130-53-21.811"/> 
 

  ………………… 
 
</ IntermediatePnts > 
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① 中間点 

 
要素名 IntermediatePnt 論理名 中間点 

パ ス 
ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/IntermediatePnts/
IntermediatePnt 

図 

子要素 － 
型 extension of GmPntType 

出現回数 2 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 中間点名称 
x x 座標 xsd:double 必須  
y y 座標 xsd:double 必須  
E 標高 xsd:double   
Note 注記 xsd:string   

CumulativeDist   累加距離標 xsd:double 必須  

TangentDirectio

nAngle   

接線方向角 xsd:string 例：90-00-00.000 

内 容 中間点の情報 
 
 

e）幾何要素 
 

要素名 GmElement 論理名 幾何要素 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/GmElement 

図 

子要素 Line Curve Clothoid 

型 extension of GmCurveType 

出現回数 1 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 幾何要素名称 
StartElementPnt 開始主要点名称 xsd:string 必須 開始側の端点の名称 
EndElementPnt 終了主要点名称 xsd:string 必須 終了側の端点の名称 

RefPI 参照 IP 点名称 xsd:string  

IP 法の場合、参照する IP
点の名称（線形計算手法名

“Method”にて“IP 法”

を選択した場合、必須） 
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内 容 平面線形を構成する幾何要素に関する情報 

記入例 

<GmElement Name="CURVE01" StartElementPnt="BC 01-0" EndElementPnt="EBC 01-1" 
RefPI="IP1"> 

<Curve Direction="cw" Radius="4000.000000" Length="825.183479"/> 
</GmElement> 
<GmElement Name="CURVE02" StartElementPnt="EBC 01-1" EndElementPnt="KAE 01-1" 
RefPI="IP1"> 

<Curve Direction="cw" Radius="8000.000000" Length="2108.472435"/> 
</GmElement> 

 
 

f）片勾配摺り付け 
 

要素名 Superelevation 論理名 片勾配摺り付け 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/Superelevation 

図 

子要素 CPVI 

型 － 
出現回数 0 又は 1 
内 容 片勾配擦付け情報 

記入例 

<Superelevation> 
<CPVI IsSide="非分離左側線外側車道縁"> 
<SPVIPnt StationNO="28" AddDist="6.661187" CumulativeDist="2806.661187" 

Grade="2.000000"/> 
<SPVIPnt StationNO="34" AddDist="21.244521" CumulativeDist="3421.244521" 

Grade="-2.000000 "/> 
<SPVIPnt StationNO="64" AddDist="65.457772" CumulativeDist="6465.457772" 

Grade="-2.000000 "/> 
<SPVIPnt StationNO="69" AddDist="86.707772" CumulativeDist="6986.707772" 

Grade="3.000000 "/> 
<SPVIPnt StationNO="73" AddDist="59.775792" CumulativeDist="7359.775792" 

Grade="3.000000 "/> 
<SPVIPnt StationNO="75" AddDist="19.775792" CumulativeDist="7519.775792" 

Grade="2.000000 "/> 
</Superelevation> 

 
 

A1

R2

A2

R1

片勾配変移点

横断勾配変移線

平面線形図

片勾配擦付け図

 

図 4-4 片勾配擦り付け 
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① 横断勾配変移線 

 
要素名 CPVI 論理名 横断勾配変移線 

パ ス 
/ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/Superelevation/C
PVI 

図 

子要素 SPVIPnt 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

IsSide 片勾配を示す

位置 
IsSide 必須 片勾配を示す位置。 

始点から終点方向に向かって

左右の別 
非分離左側線車外側車道縁, 
非分離右側線車外側車道縁, 
分離左側線内側車道縁, 
分離左側線外側車道縁, 
分離右側線内側車道縁, 
分離右側線外側車道縁 

から選択する 

内 容 片勾配変移点の集合（リスト）。横断上の位置毎に存在する。 
 

 

図 4-5 横断勾配変移線 

 

 

非分離道路

分離道路

分離上り線外側車道縁

上
り

下
り

非分離上り線外側車道縁 非分離下り線外側車道縁

分離上り線内側車道縁 分離下り線内側車道縁 分離上り線外側車道縁

左
側 

右
側 

非分離左側線外側車道縁 非分離右側線外側車道縁 

分離左側線外側車道縁 

分離左側線外側車道縁 分離左側線内側車道縁 分離右側線内側車道縁 分離右側線外側車道縁 
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ア 片勾配変移点 

 
要素名 SPVIPnt 論理名 片勾配変移点 

パ ス 
/ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Horizontal/Superelevation/C
PVI/SPVIPnt 

図 
 

子要素 － 
型 － 

出現回数 1 

属 性 

StationNO 測点番号 xsd:integer 必須 変移点の測点番号 
AddDist 追加距離 xsd:double 必須  

CumulativeDist 累加距離標 xsd:double 必須 
開始測点を基準とした

その位置までの距離 
Grade 横断勾配 xsd:double 必須 変移点以後の横断勾配 
VCL 緩衝縦断曲線長 xsd:double   
VCR 緩衝縦断曲線半径 xsd:double   

内 容 片勾配変移点の情報 
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（B）縦断線形 
 

要素名 Vertical 論理名 縦断線形 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Vertical 

図 

子要素 PVI 

型 － 
出現回数 1 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 縦断線形名称 

RefHorizontalN
ame 

参照平面線形名 xsd:string 必須 
データが存在する平面

線形の名称でなければ

ならない 
StartStationNO 開始測点番号 xsd:integer 必須  
StartAddDist 開始点追加距離 xsd:double 必須  

CumulativeDist 累加距離標 xsd:double 必須 
開始測点を基準とした

その位置までの距離 
EndStationNO 終了測点番号 xsd:integer 必須  
EndAddDist 終了点追加距離 xsd:double 必須  
Length 総延長 xsd:double   
Note 注記 xsd:string   

内 容 縦断線形の親要素 

記入例 

<Vertical Name="縦断線形 1" RefHorizontalName="平面線形 1" StartStationNO="-9" 
StartAddDist="12.849540" CumulativeDist="-912.849540" EndStationNO="75" 
EndAddDist="99.775792" Length="8512.625332"> 

<PVI PVIType="始点"> 
<PVIPnt StationNO="-9" AddDist="12.849540" CumulativeDist="-912.849540" 

E="204.589680"/> 
</PVI> 
<PVI PVIType="中間点"> 

<PVIPnt StationNO="4" AddDist="51.405041" CumulativeDist="451.405041" 
E="184.125860" VCL="200.000000" VCR="13333.333330"/> 

</PVI> 
………………………………… 
 

</Vertical> 
 

a）縦断勾配変移線 
 

要素名 PVI 論理名 縦断勾配変移線 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Vertical/PVI 

図 

子要素 PVIPnt 

型 － 
出現回数 2 以上 

属 性 PVIType 変移点タイプ xsd:string 必須 
変移点が始点・中間点・

終点の何れかを選択 

内 容 縦断勾配変移点の集合（リスト） 
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図 4-6 縦断線形と勾配変移点の関係 

 
 

① 縦断勾配変移点 
 

要素名 PVIPnt 論理名 縦断勾配変移点 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment/Vertical/PVI/PVIPnt 

図 
 

子要素 － 
型 Vctype 

出現回数 1 

属 性 

StationNO 測点番号 xsd:integer 必須  
AddDist 追加距離 xsd:double 必須  

CumulativeDist 累加距離標 xsd:double 必須 
開始測点を基準とした

その位置までの距離 
E 変移点高 xsd:double 必須 変移点の交点高 

VCL 縦断曲線長 xsd:double  

中間点は必須 
（縦断曲線長もしくは

縦断曲線半径の何れか

は必須） 

VCR 縦断曲線半径 xsd:double  

中間点は必須 
（縦断曲線長もしくは

縦断曲線半径の何れか

は必須） 

内 容 縦断勾配変移点の情報 
 

計 画 高

（標高） 

勾配変移点 

（始点） 

勾配変移点 

（終点） 

勾配変移点 

（中間点） 

勾配変移点 

（中間点） 

縦断曲線長 

縦断曲線長 

縦断曲線

縦断曲線 

測 点
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（3）縦断地盤線リスト 

 
要素名 ExVerticalSurfaceLines 論理名 縦断地盤線リスト 

パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/ExVerticalSurfaceLines 

図 

 

子要素 ExVerticalSurfaceLine 

型 － 
出現回数 0 又は 1 
内 容 縦断地盤線の情報 

記入例 

<ExVerticalSurfaceLines> 
<ExVerticalSurfaceLine RefHorizontalName="平面線形 1" Name="縦断地盤線 1"> 

<ExVerticalSurfaceLinePnt StationNO="-9" AddDist="12.849540 " 
CumulativeDist="-912.849540 " E="200.00000 "/> 

<ExVerticalSurfaceLinePnt StationNO="1" AddDist="28.609189 " 
CumulativeDist="128.609189 " E="190.00000 "/> 

<ExVerticalSurfaceLinePnt StationNO="6" AddDist="10.046187 " 
CumulativeDist="610.046187 " E="180.00000 "/> 

………………… 
 
</ExVerticalSurfaceLine> 

</ExVerticalSurfaceLines> 

 
1）縦断地盤線 

 
要素名 ExVerticalSurfaceLine 論理名 縦断地盤線 
パ ス /ThreeDimensionalDesignGm/ExVerticalSurfaceLines/ExVerticalSurfaceLine 

図 

 
子要素 ExVerticalSurfaceLinePnt 

型 － 
出現回数 1 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string  縦断地盤線名称 

RefHorizontalNa
me 

参照平面線形 xsd:string 必須 
縦断面の基準となる平

面線形名 
Note 注記 xsd:string   

内 容 個々の縦断地盤線の情報 
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（A）縦断地盤線構成点 

 
要素名 ExVerticalSurfaceLinePnt  論理名 縦断地盤線構成点 

パ ス 
/ThreeDimensionalDesignGm/ExVerticalSurfaceLines/ExVerticalSurfaceLine/
ExVerticalSurfaceLinePnt 

図 

 

子要素 － 
型 － 

出現回数 2 以上 

属 性 

StationNO 測点番号 xsd:integer 必須  
AddDist 追加距離 xsd:double 必須  

CumulativeDist 累加距離標 xsd:double 必須 
開始測点を基準とした

その位置までの距離 
E 標高 xsd:double 必須 標高 

内 容 縦断地盤線を構成する点の情報 
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（4）横断形状セット 
要素名 CrossSections 論理名 横断形状セット 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections 

図 

 

 
 

子要素 Composition XSection GroundInfo 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

refAlign 参照中心線形 xsd:string 必須 基準とする中心線

形 （ 堤 防 法 線 ）

（Alignment）を、

Alignment 要 素 の

Name属性値で指定

refVertical 基準とする縦

断線形 
xsd:string 必須 基準とする縦断線

形（Vertical）を、

Vertical 要 素 の

Name属性値で指定

alignment 中心線形 xsd:boolean  中心線形（堤防法

線）に対し直交する

横断面を設定する

場合は省略 
中心線形（堤防法

線）に対し斜交する

横断面を設定する

場合は”false” 

projectPhase 業務段階 xsd:string  作成データの業務

段階 

内容 道路または河川の横断形状に関する情報 

記入例 

<CrossSections refAlign="中心線形"  refVertical="縦断線形"> 
  <Composition name="横断構成"> 
  ………………… 
  </RoadComposition> 
  <XSection cumulativeDist="420.0000" xSectChg="true" controlSect="true"> 
  ………………… 
  </XSection> 
</CrossSections> 

【参照中心線形（refAlign）】 
中心線形セットでは、中心線形、平面線形、縦断線形の名称（Name）をデータとしても

っており、参照中心線形（refAlign）には、中心線形の名称（Name）を記入する。 
また、基準とする縦断線形（refVertical）には、縦断線形の名称を記入する。 
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河川構造物設計では、堤防法線を基準に横断形状を定義することを基本とするが、測量中

心線を基準に横断形状を定義してもよい。 
【中心線形（alignment）】 
中心線形（堤防法線）に対して直交する横断面を設定するか、斜交する横断面を設定する

かを選択し記入する。「4-3-3 （4）2）横断面」において、方向角（directionAngle）、目標

座標名称（targetPntID）を用いる場合、“false”を記入し、それ以外（直交する横断面を

設定する場合）は省略する。 
斜交する断面を設定できるのは断面定義パターンのみであり、要素定義パターンでは中心

線形（alignment）を省略する。 
 

1）横断構成 
要素名 Composition 論理名 横断構成 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/Composition 

図 

 

 
 

子要素 Formation LComposition RComposition 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 
name   横断構成名称 xsd:string 必須 CrossSectionsの中で一意

となる横断構成の名称 

内容 横断構成に関する情報 

記入例 

<Composition name="横断構成"> 
<Formation centerLineOffsettStandardValue="5.2500" 

formationHeightOffsettStandardValue="-0.1700 "> 
<CLOffset cumulativeDist="5960"/> 
<FHOffset cumulativeDist="5960"/> 

</Formation> 
<LComposition name="左横断構成 1" startStationNO="298" startAddDist="0" 
startCumulativeDist="5960" endStationNO="306" endAddDist="0" 
endCumulativeDist="6120"> 

   ………………… 
</LComposition> 
<RComposition name="右横断構成 1" startStationNO="298" startAddDist="0" 
startCumulativeDist="5960" endStationNO="306" endAddDist="0" 
endCumulativeDist="6120"> 

   ………………… 
</RComposition> 

</Composition> 
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【横断構成（Composition）】 
道路の横断構成（Composition）では、横断構成に関する情報を定義する。横断構成は、

幅員中心（Formation）と、それを基準に起点側から終点側に向かって左横断構成

（LComposition）、右横断構成（RComposition）により構成される。 
河川の横断構成は、堤防法線を基準に表横断構成（LComposition）、裏横断構成

（RComposition）により構成され、川表、川裏を分けてデータ作成を行う。道路では、幅

員中心を基準に左右に分割して横断構成を定義するが、河川では、堤防法線を基準に川表、

川裏に分割して横断構成要素を定義してデータを作成する。この際、道路と同じ要素名

「LComposision」「RComposision」を用いるが、これは道路の要素名を代用しているので、

断面の左右の要素を入力するのではない。また、左岸堤防と右岸堤防では川表、川裏の左右

が異なるので、川表、川裏のどちらが左右なのかは、河川堤防情報の属性"左右岸区分"に入

力された左岸、右岸のデータから判断する。 
 

 
図 4-7 横断構成の解説 

 
（A）幅員中心 
要素名 Formation 論理名 幅員中心 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/Composition/Formation 

図 

 

 
 

子要素 CLOffset FHOffset 

型 － 
出現回数 1  

属 性 

centerLineOffs
etStandardValu
e 

道路中心線形離

れ代表値 
xsd:double  幅員中心の道路中心線

形からの離れの代表値

formationHeigh
tOffsetStandar
dValue 

計画高との高低

差代表値 
xsd:double  幅員中心の計画高との

高低差の代表値 

内容 幅員中心と中心線形の位置関係に関する情報 
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a）道路中心線形離れ 

要素名 CLOffset 論理名 道路中心線形離れ 

パ ス 
ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/Formation/CLOffset 

図 

 
子要素 － 
型 － 

出現回数 1 以上（出現回数 1 回の場合は終点まで同値とする。） 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 道路中心線形離れ

を定義する位置を

累加距離標で記入 
value   値 xsd:double  道路中心線形離れ

の値を記入（初期設

定値は代表値） 
fix   値固定 xsd: boolean  前形状変化点と同

じ値の場合は、属性

を省略する（値が異

なる場合は“false”）

内容 道路中心線形と幅員中心の水平方向の離れに関する情報 
 
【道路中心線形離れ（CLOffset）】 

道路中心線形離れ（CLOffset）とは、道路中心線形の任意の累加距離における、平面

線形の接線方向に対する幅員中心までの直角方向の距離を指す。道路起点側から終点側に

向かって右断面方向を正、左断面方向を負として、断面変化点と測点ごとに定義する。形

状変化点でない測点において、前形状変化点と同じ値の場合は値固定（fix）を省略（初

期設定値は“true”）、代表値と同じ値の場合は値に代表値を入力する。 
 

Formation
幅員中心

Alignment
道路中心線形

幅員中心の変化点Formation 幅員中心

Alignment 道路中心線形

「道路中心線離れ（CLOffset）」は幅員中
心の変化点ごとに、道路中心線からの直
角方向の平面的な長さを入力

（＋）

（－）

 
図 4-8 道路中心線形離れの考え方（平面） 
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b）計画高（道路中心線形高さ）との高低差 
要素名 FHOffset 論理名 計画高との高低差 

パ ス 
ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/Formation/FHOffset 

図 

 
子要素 － 
型 － 

出現回数 1 以上（出現回数 1 回の場合は終点まで同値とする。） 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 計画高との高低差

を定義する位置を

累加距離標で記入 
value   値 xsd:double  計画高との高低差

の値を記入（初期設

定値は代表値） 
fix   値固定 xsd:boolean  前形状変化点と同

じ値の場合は、属性

を省略する（値が異

なる場合は“false”）
formationHeigh
tPosition1 

計画高取得

位置離れ 1 
xsd:double  計画高の取得位置

を道路中心線形か

らの離れで記入 
formationHeigh
tPosition2 

計画高取得

位置離れ 2 
xsd:double  計画高の取得位置

を道路中心線形か

らの離れで記入。

（二点ある場合の

み） 

内容 道路中心線形と幅員中心の高低差に関する情報 

 
【計画高との高低差（FHOffset）】 

道路中心線形の任意の累加距離標における、道路中心線と幅員中心との高低差。計画

高よりも高い位置の場合を正、低い位置の場合を負として、断面変化点と測点ごとに定

義する。形状変化点でない測点において、前形状変化点と同じ値の場合は値固定（fix）
を省略（初期設定値は“true”）、代表値と同じ値の場合は値に代表値を入力する。 
 

 
図 4-9 計画高との高低差の考え方（横断面図） 
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計画高の旗上げ位置を定義するため、計画高との高低差（FHOffset）の属性である計

画高取得位置離れ（formationHeightPosition）に道路中心線形からの離れを入力する。

入力する値は道路中心線形を基準に、道路起点側から終点側に向かって右側に向かう場

合は正、左側に向かう場合は負として定義する。入力可能な取得位置は二カ所までとす

る。 

 

 
図 4-10 計画高取得位置の定義方法（横断面図） 

 
（B）左横断構成（表横断構成） 
要素名 LComposition 論理名 左横断構成 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/Composition/LComposition 

図 

子要素 ComponentElement  

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

name 左横断構成（表

横断構成）名称

xsd:string 必須 Composition の中で

一意の左横断構成

（表横断構成）の名

称 
startStationNO 開始測点番号 xsd:integer 必須  
startAddDist 開始点追加距離 xsd: double 必須  
startCumulativ
eDist 

開始累加距離標 xsd: double 必須 開始測点を基準と

したその位置まで

の距離 
endStationNO 終了測点番号 xsd:integer 必須  
endAddDist 終了点追加距離 xsd: double 必須  
endCumulative
Dist 

終了累加距離標 xsd: double 必須 開始測点を基準と

したその位置まで

の距離 

内容 
道路では幅員中心よりも左側の横断構成に関する情報。河川堤防では表横断

構成に関する情報。 

記入例 

<LComposition name="左横断構成 1" startStationNO="298" startAddDist="0" 
startCumulativeDist="5960" endStationNO="306" endAddDist="0" 
endCumulativeDist="6120"> 

<ComponentElement name="法面（盛土）2" ComponentType="SlopeFill" 
slopeType="Rate" slopeStandardValue="1.8" heighStandardValue="-4.2980" 
priority="1"> 

<Width value="-4.2980 " cumulativeDist="5960"/> 
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<Width fix="false" value="-3.9460 " cumulativeDist="5980"/> 
</ComponentElement> 

</LComposition> 

【左・右横断構成（L・RComposition）】 
左・右横断構成（L・RComposition）とは、道路では、幅員中心を境に、道路起点側か

ら終点側に向かって左右の横断構成を定義する要素を指す。河川堤防では、堤防法線を境に、

表裏の横断構成を定義する要素を指す。 
左・右横断要素は、任意地点で道路中心線形（堤防法線）方向に範囲（Range）を区切り、

その範囲内に存在する横断構成要素の形状を定義する。 
範囲（Range）の開始、終了は、属性値“開始測点番号”、“開始点追加距離”、“開始累加

距離標”、“終了測点番号”、“終了点追加距離”、“終了累加距離標”によって指定する。 
範囲（Range）をどのような区間で区切かは次の考え方による。 
 構成変化点（横断構成要素が増減する断面）で範囲（Range）を区切る。 
 上記による場合、法面（切土）、法面（盛土）区間が頻繁に切り替わる現場などでは、

要素の出現、消滅のたびに、範囲（Range）が頻繁に区切られ、データ容量の増大を招

く。要素が消滅した場合でも幅が 0 で連続するものとして、範囲（Range）を区切ら

ない方法を選択してもよい。 
 

中央帯
車道部

Formation
幅員中心

Lcomposition
左横断構成

Range
範囲

Range
範囲

Range
範囲

路肩
歩道
法面（盛土）

法面（盛土）
小段（盛土）

法面（切土）
小段（切土）

歩道の出現・消滅
盛土の消滅（出現）、切土
の出現（消滅）

Range
範囲

構成変化点で範囲
（Range）を設定した場
合の例

要素が消滅しても幅0
で連続すると仮定して
範囲（Range）を設定し
た場合の例
歩道が消滅した区間
では、幅0を入力する

ComponentElement
横断構成要素

 
図 4-11 左・右横断構成の解説（道路） 
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a）横断構成要素 
要素名 ComponentElement 論理名 横断構成要素 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/LComposition/ComponentElement 

図 

子要素 Width Slope Height 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

name 構成要素名称 xsd:string 必須 構成要素を識別する名称

前後の構成要素で連続す

る場合は、同一の名称と

する 
componentType 要素種別 xsd:string 必須 道路の場合、以下から選

択 
Carriageway, 
CenterStrip, 
RoadShoulder, 
StoppingLane, 
SideWalk, 
PlantingZone, 
FrontageRoad, 
Track, 
Separator, 
MarginalStrip, 
EarthWorkBaseLineFill, 
EarthEorkBaseLineCut, 
SlopeFill, 
SlopeCut, 
BermFill, 
BermCut, 
RetainingWall, 
Drainage, 
Pavement, 
Other 
河川の場合、以下から選

択 
Crown, 
EarthWorkBaseLineFill, 
SlopeFill, 
BermFill, 
RetainingWall, 
Other 

slopeType 勾配タイプ xsd:string 必須 以下から選択 
WidthHeight, 
Percent, 
Rate 
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widthStandardVal
ue 

要素幅代表値 xsd:double 必須
(※)

要素幅の代表値 

slopeStandardVa
lue 

勾配代表値 xsd:double 必須
(※)

勾配の代表値 

heightStandardV
alue 

比高代表値 xsd:double 必須
(※)

比高の代表値 

clearance 建築限界の高さ xsd:double  構成要素種別が車道、路

肩、歩道の場合、建築限

界の高さを記入 
priority 要素の並び番号 xsd: integer 必須 横断構成要素の並び順を

表す番号を記述する。幅

員中心に近い要素ほど、

数字が小さくなるように

設定 

内容 横断構成要素の内容を幅員中心（堤防法線）から順に外側に定義する情報 
※要素幅代表値、勾配代表値、比高代表値はいずれかの 2 値を必須とする。 
 
【要素種別（componentType）】 
要素種別（componentType）は、選択肢に従い記入するが、対応する日本語は次のとお

りである。 

表 4-2 要素種別と対応日本語（道路の場合） 

要素種別（選択肢） 要素種別（日本語名） 
Carriageway 車道 
CenterStrip 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） 
EarthEorkBaseLineCut 土工面（切土） 
SlopeFill 法面（盛土） 
SlopeCut 法面（切土） 
BermFill 小段（盛土） 
BermCut 小段（切土） 
RetainingWall 擁壁 
Drainage 側溝 
Pavement 舗装 
Other その他 

 

表 4-3 要素種別と対応日本語（河川の場合） 

要素種別（選択肢） 要素種別（日本語名） 
Crown 堤防天端 
EarthWorkBaseLineFill 土工面（盛土） 
SlopeFill 法面（盛土） 
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BermFill 小段（盛土） 
RetainingWall 擁壁 
Other その他 

 
 
【勾配タイプ（slopeType）】 

勾配タイプは、要素幅、勾配（％）で規定する Percent、比高、勾配（1：X）で規定す

る Rate、要素幅、比高で規定する WidthHeight の 3 種類から選択する。 
 

＜要素幅、比高＞
WidthHeight

比高

要素幅

＜要素幅、勾配（％）＞
Percent

要素幅

勾
配

（％
）

＜比高、勾配（1：X）＞
Rate

勾
配

（1
：X

）

比高

※主に道路面、小段の場合 ※主に法面の場合  

図 4-12 勾配タイプ 

 
【要素の並び番号（priority）】 

要素の並び番号は、要素種別ごとに付与する。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を付与する。 
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

ように設定し、左横断構成（右横断構成）ごとに一意の番号を付与する。 
 

 

図 4-13 要素の並び番号の付与例 

 
【横断構成要素（ComponentElement）】 
横断構成要素（ComponentElement）とは、横断構成要素の内容を定義する要素を指す。

横断構成要素は帯（ゾーン）の区間で定義し、各横断構成要素の形状変化点で、要素幅・勾

配・比高を定義する。 
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図 4-14 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）を定義することになる。 
 

 
図 4-14 横断構成要素のイメージ 

 
横断構成要素は、幅員中心を基点に外側に向かって順番に連続的に定義していく。（連続

的に作成しない場合は、正しい形状が定義できない。） 
盛土法面、切土法面については、法面の開始点から終了点までの区間に対し範囲（Range）

を設定し、区間内で 大段数の法面データを構成要素として定義する（図 4-15 のうち、橙

色の点線部分のデータを定義するイメージ）。法面と地形との交点の表現は次のいずれかの

方法による。 
 盛土法面、切土法面は、地形との交点によって、法面の段数が変化するが、各段の法

面の開始点、終了点を形状変化点として、データを定義する（図 4-15 のうち、橙色の

塗りつぶし部分のデータを定義するイメージ）。 
 法面と地形交点のデータは特に定義せずに、別途、定義する地形情報（GroundInfo）

から、ソフトウェアによって法面と地形交点を自動算出する。 

1 中央帯

2 車道部

3 歩道

4 法面（盛土）
5 小段（盛土）

LComposition
左横断構成

Formation
幅員中心

横断構成要素の
定義順

 
図 4-15 横断構成要素の定義順 

 
横断構成要素は、「要素幅代表値、勾配代表値、比高代表値」の代表値を用いることで、

値を省略表記することが可能である。 
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また、前の形状変化点と同じ値の場合は、fix フラグに“true”を設定し、属性を省略す

る。ただし、初期設定値は“true”となるため、値が異なる場合のみ“false”を設定し、fix
フラグの記載を省略することも可能である。 
 

 
 

 
 

図 4-16 横断構成要素の定義方法 

 

<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> 

代表値と同じで

あり省略可能 

fix="true"は省略

可能 
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横断構成要素の形状等が変化するパターンは、次の 3 ケース程度に分類されるが、各ケ

ースのデータ作成の留意点を合わせて示す。 
 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などが想定されるが、形状変化の

開始点、終了点のデータを定義する（図 4-16 参照）。 
 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などが想定されるが、この不

連続面を境界として、起点側、終点側で異なる断面が形成されるため、同一断面上に 2
つの形状変化点のデータを定義する（図 4-17 参照）。 

 横断構成要素が出現・消滅する断面（構成変化点） 
→車線数の増減などが想定されるが、構成変化点で、範囲（Range）を区切ってデータ

を定義する、同一断面上に 2 つの形状変化点のデータを定義する（形状が不連続に変

化するパターンを参照）、2 つの方法がある。 
 

 
 

 
 

図 4-17 形状が不連続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="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

変化点を定義 
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ア 要素幅 

要素名 Width 論理名 要素幅 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/LComposition/ComponentElement/Width 

図 

  
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 要素幅を定義する位置を累

加距離標で記入 
value   値 xsd:double  要素幅の値を記入（初期設定

値は代表値） 
fix   値固定 xsd:boolean  前形状変化点と同じ値の場

合は、属性を省略する（値が

異なる場合は“false”、初期

設定値は“true”） 

内容 
横断構成要素の要素幅に関する情報。幅員中心（堤防法線）側の構成点を基準

に、外側に向かう場合は正、内側に向かう場合は負として定義する。 
※形状変化点で値を定義する。 
 

イ 勾配 
要素名 Slope 論理名 勾配 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/LComposition/ComponentElement/Slope 

図 

  
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 勾配を定義する位置を累加

距離標で記入 
value   値 xsd:double  勾配の値を記入（初期設定値

は代表値） 
fix   値固定 xsd:boolean  前形状変化点と同じ値の場

合は、属性を省略する（値が

異なる場合は“false”、初期

設定値は“true”） 

内容 

横断構成要素の勾配に関する情報。勾配タイプに“Percent”を選択した場合は、

幅員中心（堤防法線）側の構成点を基準に、外側に上がる場合は正、下がる場

合は負として定義する。勾配タイプに"Rate"を選択した場合は、上がる下がる

にかかわらず、勾配は全て正として定義する。 
※形状変化点で値を定義する。 
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ウ 比高 
要素名 Height 論理名 比高 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/LComposition/ComponentElement/Height 

図 

  
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 比高を定義する位置を

累加距離標で記入 
value   値 xsd:double  比高の値を記入（初期

設定値は代表値） 
fix   値固定 xsd:boolean  前形状変化点と同じ値

の場合は、属性を省略

する（値が異なる場合

は“false”、初期設定値

は“true”） 

内容 
横断構成要素の比高に関する情報。幅員中心（堤防法線）側の構成点を基準

に、上がる場合は正、下がる場合は負として定義する。 
※形状変化点で値を定義する。 
 
 

（C）右横断構成（裏横断構成） 
要素名 RComposition 論理名 右横断構成 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/Composition/RComposition 

図 

子要素 ComponentElement Range 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

name 右横断構成（裏

横断構成）名称

xsd:string 必須 Composition の中で一意

の右横断構成（裏横断構

成）の名称 
startStationNO 開始測点番号 xsd:integer 必須  
startAddDist 開始点追加距離 xsd: double 必須  
startCumulativ
eDist 

開始累加距離標 xsd: double 必須 開始測点を基準とした

その位置までの距離 
endStationNO 終了測点番号 xsd:integer 必須  
endAddDist 終了点追加距離 xsd: double 必須  
endCumulative
Dist 

終了累加距離標 xsd: double 必須 開始測点を基準とした

その位置までの距離 

内容 
幅員中心よりも右側の横断構成に関する情報。河川堤防では裏横断構成に関

する情報。 

記入例 

<RComposition name="右横断構成 1" startStationNO="298" startAddDist="0"    
startCumulativeDist="5960" endStationNO="306" endAddDist="0"     
endCumulativeDist="6120"> 
<ComponentElement name="道路面（盛土）1" 
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componentType="EarthWorkBaseLineFill" slopeType="Percent" 
widthStandardValue="4.2500 " slopeStandardValue="-4.0000 " priority="1"> 
<Width cumulativeDist="5960" value="4.2500 " fix="false"/> 
<Slope cumulativeDist="6120" value="-4.0000 " fix="false"/> 

</ComponentElement> 
</RComposition> 

※右横断構成（RComposition）以下の解説は、「4-3-3 （4）1）（B） 左横断構成」を参

照すること。 
 

a）横断構成要素 
要素名 ComponentElement 論理名 横断構成要素 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/RComposition/ComponentElement 

図 

子要素 Width Slope Height 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

name 構成要素名

称 
xsd:string 必須 構成要素を識別する名

称 
前後の構成要素で連続

する場合は、同一の名称

とする 
componentTy
pe 

要素種別 xsd:string 必須 道路の場合、以下から選

択 
Carriageway, 
CenterStrip, 
RoadShoulder, 
StoppingLane, 
SideWalk, 
PlantingZone, 
FrontageRoad, 
Track, 
Separator, 
MarginalStrip, 
EarthWorkBaseLineFill,
EarthEorkBaseLineCut,
SlopeFill, 
SlopeCut, 
BermFill, 
BermCut, 
RetainingWall, 
Drainage, 
Pavement, 
Other 
河川の場合、以下から選
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択 
Crown, 
EarthWorkBaseLineFill,
SlopeFill, 
BermFill, 
RetainingWall, 
Other 

slopeType 勾配タイプ xsd:string 必須 以下から選択 
WidthHeight, 
Percent, 
Rate 

widthStandard
Value 

要素幅代表

値 
xsd:double 必須

(※) 要素幅の代表値 

slopeStandard
Value 

勾配代表値 xsd:double 必須
(※) 勾配の代表値 

heightStandar
dValue 

比高代表値 xsd:double 必須
(※) 比高の代表値 

clearance 建築限界の

高さ 
xsd:double  構成要素種別が車道、路

肩、歩道の場合、建築限

界の高さを記入 
priority 要素の並び

番号 
xsd: integer 必須 横断構成要素の並び順

を表す番号を記述する。

幅員中心に近い要素ほ

ど、数字が小さくなるよ

うに設定 

内容 横断構成要素の内容を幅員中心（堤防法線）から順に外側に定義する情報 
 
ア 要素幅 

要素名 Width 論理名 要素幅 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/RComposition/ComponentElement/Width 

図 

  
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 要素幅を定義する位置

を累加距離標で記入。

value   値 xsd:double  要素幅の値を記入 
fix   値固定 xsd:boolean  前形状変化点と同じ値

の場合は、“true”。値が

異なる場合は“false”
を記入。 

内容 
横断構成要素の要素幅に関する情報。幅員中心（堤防法線）側の構成点を

基準に、外側に向かう場合は正、内側に向かう場合は負として定義する。
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イ 勾配 
要素名 Slope 論理名 勾配 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/RComposition/ComponentElement/Slope 

図 

 
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 勾配を定義する位置を

累加距離標で記入 
（前ページ図 4-8 参照）

value   値 xsd:double  勾配の値を記入 
fix   値固定 xsd:boolean  前形状変化点と同じ値

の場合は、“true”。値が

異なる場合は“false”
を記入。 

内容 

横断構成要素の勾配に関する情報。勾配タイプに“Percent”を選択した場

合は、幅員中心側の構成点を基準に、外側に上がる場合は正、下がる場合

は負として定義する。勾配タイプに"Rate"を選択した場合は、上がる下が

るにかかわらず、勾配は全て正として定義する。 
 
ウ 比高 

要素名 Height 論理名 比高 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/Composition/RComposition/ComponentElement/Height 

図 

  
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 比高を定義する位置を累加

距離標で記入 
value   値 xsd:double  比高の値を記入（初期設定値

は代表値） 
fix   値固定 xsd:boolean  前形状変化点と同じ値の場

合は“true”。値が異なる場合

は“false”を記入。  

内容 
横断構成要素の比高に関する情報。幅員中心側の構成点を基準に、上がる場

合は正、下がる場合は負として定義する。 
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2）横断面 
要素名 XSection 論理名 横断面 
パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/XSection 

図 

子要素 BuildForm 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

name  横断面名 xsd:string  横断面の名称 
cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 横断面の位置を累加距離

標で記入 
directionAngle 方向角 xsd:string  横断方向角を記入する 
xSectChg  断面変化 xsd:boolean  横断構成が変化する断面

（同一測点において起点

側、終点側の横断面が定義

される断面）における終点

側の断面である場合は

“true”を記入。（初期設

定値は“false”） 
controlSect  管理断面 xsd:boolean  管理断面の場合は“true”

を記入。（初期設定値は

“false”） 
targetPntID 目標座標名

称 
xsd:string  横断の方向を決定する座

標点を選択する 

内容 
管理断面位置、形状変化位置、およびその他の横断面の情報。盛土断面から

切土断面に変化するなど、横断構成が変化する断面では、起点側と終点側の

それぞれの横断面を作成する。 

記入例 

<XSection cumulativeDist="5960.0000" xSectChg="true" controlSect="true"> 
<BuildForm name=盛土工 1"> 

<ComposedPnt code="F1n0" location="Center" existence="true">5.2500 
-0.1700</ComposedPnt> 

   ………………… 
</BuildForm> 

</XSection> 

 
【横断面（XSection）】 

横断面（XSection）では、管理断面や断面変化点等の位置における横断面に関する情報

を定義する。道路では、幅員中心に対し、左右に構成要素を分けて、構成点を設定する。河

川では、堤防法線から川表、川裏に構成要素を分けて、構成点を設定する。 
 
 
【方向角（directionAngle）】 

道路設計では、ランプ部などにおいて本線の道路中心線形に対し直交する形で作成された

横断面は、側道部の道路中心線形に対し斜交するなど、中心線形に対し斜交した横断面が作

成されるケースがある。また、河川設計では、測量中心線に直交する形で横断図が作成され

るため、堤防法線に対し斜交した断面図が作成されるケースがある。 
この場合の横断面は、方向角（directionAngle）もしくは目標座標名称（targetPntID）

を選択し横断面を定義する。方向角は、下図に示す中心線形に対する任意の方向角により横

断面を定義する。方向角は、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する。B.P 点の方向角を求める場合には、B.P 点
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を含む線形の延長線上と横断面のなす角とする。なお、中心線形は、舗装の右端部や左端部

となることもある。 
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

義に利用することとする。 
 

 

図 4-18 方向角（directionAngle）の解説 

 
【目標座標名称（targetPntID）】 

この場合の横断面は、目標座標名称（targetPntID）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（TargetPnt）（4-3-3 
（7）目標座標点参照）で定義される座標を参照し定義する。目標座標点（TargetPnt）で

は x 座標、y 座標などの座標値と座標点識別名（pntName）などを定義し、目標座標名称

（targetPntID）から定義した座標点識別名（pntName）を参照する。なお、中心線形は、

舗装の右端部や左端部となることもある。 
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

義に利用することとする。 
 
 

 

図 4-19 目標座標名称（targetPntID）の解説 
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（A）構築形状 
要素名 BuildForm 論理名 構築形状 
パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/XSection/BuildForm 

図 

子要素 ComposedPnt 

型 － 

出現回数 
1 以上 

属 性 

name 構築形状名称 xsd:string 必須 構築形状の名称 
rounding ラウンディング距

離 
xsd: double  法面と地山の延長

線の交点から、ラウ

ンディング部の切

り出し位置（小段

側）までの距離 
xSectType 横断構成の種別 xsd:string  記入不要 

TS による出来形管

理では工種分類を

記入するが、設計段

階では不要 

内容 
構成点の並びで表現される横断形状。（土工の盛切区間は一つの断面で、盛土

断面と切土断面の横断形状を分けて表現する。） 
【ラウンディング（Rounding）】 
土地造成によって生じる人工地形の端部の丸みをつけること。ラウンディングの切り出し

位置と、法面と地山の接線延長の交点までの距離を定義する。 

 
 

○構築形状 BuildForm ○構築形状名称 name 

 ●ラウンディング rounding 

 ○構成点 ComposedPnt ○構成点コード code 

       ●構成点の位置 location 

       ●要素種別 componentType 

       ●連続点 seriesPnt 

       ●勾配タイプ slopeType 

       ●実在 existence 

 
図 4-20 ラウンディングの定義方法 

法面と小段の接線延長の交点は

「実在」しない点として処理 
（次ページ参照） 

地山 

法面 
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a）構成点 
要素名 ComposedPnt 論理名 構成点 
パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/XSection/BuildForm/ComposedPnt 

図 

子要素 － 

テキスト

ノード 

データ型 構成点の位置で、“Center”（幅員中心）を選択する場合、勾配タイプには

“WidthHeight”を選択して、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。 
また、幅員中心（堤防法線）から左右の構成点を構築する要素について、

“WidthHeight”、“Percent”、“Rate”のいずれかの値を記入する。 
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。 

List of 
double 

出現回数 2 以上 

属 性 

code 構成点コード xsd: string 必須  
location 構成点の位置 xsd:string 必須 道路の場合、定義する構成

点の位置が幅員中心、左横

断構成、右横断構成のいず

れに該当するかを以下から

選択 
Center, 
Left, 
Right 
河川の場合、以下から選択
WaterSide, 
LandSide 

componentType 要素種別 xsd:string 必 須
(※) 

道路の場合、以下から選択

以下から選択 
Carriageway, 
CenterStrip, 
RoadShoulder, 
StoppingLane, 
SideWalk, 
PlantingZone, 
FrontageRoad, 
Track, 
Separator, 
MarginalStrip, 
EarthWorkBaseLineFill, 
EarthEorkBaseLineCut, 
SlopeFill, 
SlopeCut, 
BermFill, 
BermCut, 
RetainingWall, 
Drainage, 
Pavement, 
Other 
河川の場合、以下から選択
Crown, 
EarthWorkBaseLineFill, 
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SlopeFill, 
BermFill, 
RetainingWall, 
Other 

seriesPnt 連続点 xsd:boolean  横断面の間で連続する構成

点の場合、“true”。（連続し

ない場合は“false”） 
slopeType 勾配タイプ xsd:string 必須 以下から選択 

WidthHeight, 
Percent, 
Rate 

existence 実在 xsd:boolean  構成点が横断面において実

在する場合（地形との交点

より内側にある場合）は、

“true”。実在しない場合は

“false”。不明の場合は、省

略する。 

内容 幅員中心からの構築形状を構成する構成点。 
 
【要素種別（componentType）】 

要素種別は、道路の場合、構成点の位置（location）が、左横断構成（Left）または右横

断構成（Right）の場合、必須記入とする。河川の場合は、全ての場合で必須記入とする。 
要素種別の選択肢については、「4-3-3 （4）1）（B）a）横断構成要素」を参照する。 

 
【勾配タイプ（slopeType）】 
勾配タイプは、要素幅、勾配（％）で規定する Percent、比高、勾配（1：X）で規定す

る Rate、要素幅、比高で規定する WidthHeight の 3 種類から選択する。詳細は、図 4-12
参照。 
 
【構成点（ComposedPnt）】 

構成点とは、構築形状を構成する点をいう。構築形状は折れ線で表現することから、構成

点は折れ線の始点と終点及び折れ点からなる。始めに道路中心線形との離れ、比高によって

幅員中心（折れ線の始点）を設定し、幅員中心（堤防法線）から外側に向かって横断構成要

素とその要素幅、比高、勾配を切れ目なく、連続的に作成することで折れ点の位置が規定で

きる。 
構造物（擁壁、側溝、街渠、集水ます、照明施設等）、その他の横断構成要素として定義

される付属施設（待避所、車両諸元計測施設、自動車駐車場、自転車駐車場、非常駐車帯、

チェーン着脱場等）などについても、詳細な形状表現は不要だが、横断形状が連続するよう

に構成点を作成する必要がある。 
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図 4-21 構成点の定義方法 

 
連続点（SeriesPnt）属性を省略した構成点は、前後の横断面で連続する構成点とし

て定義したので、データ処理を円滑化するために同一の構成点コード（code）を付与

することとする。また、横断面の形状が、切土から盛土、または通常の盛土から擁壁に

変化するなど、断面間で構成点が変化する場合は、その変化断面において同一測点で起

点側および終点側の横断面を定義する（終点側の横断面は、断面変化（xSectChg）属

性値を”true”とする）。 
 

 
図 4-22 構成点コードと連続点の考え方（コード番号は例） 

 



 

 

 82

【構造物の作成方法】 
側溝や擁壁などの構造物は、詳細な形状表現は行わなくてもよいが、横断構成要素の

「要素種別」には、「側溝」「擁壁」属性を使用し、「路肩」「法面」属性とは分離する。

以下に、構造物等の作成方法の例を掲載する。 

 
図 4-23 構造物の作成方法（左：側溝 右：擁壁） 

 
【中央帯の作成方法】 

中央帯はマウントアップの形状を作成する。作成する形状は中央帯の幅とマウントア

ップ部分のみとする。 

 
図 4-24 中央帯の作成方法 
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3）地形情報 
要素名 GroundInfo 論理名 地形情報 
パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/GroundInfo 

図 

子要素 GroundLine 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 
xSectionName 断面名称 xsd:string  断面の名称 
cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 断面の位置を累加

距離標で記入 

内容 断面に関する地形情報 

記入例 

<GroundInfo xSectionName="断面 1" cumulativeDist="420.000"> 
<GroundLine name="断面 1-1"> 

<GroundLinePnt>－30.000 35.000</GroundLinePnt> 
<GroundLinePnt>-20.000 22.000</GroundLinePnt> 
………………… 

</GroundLine > 
</GroundInfo> 

 
（A）地形線 
要素名 GroundLine 論理名 地形線 

パ ス ThreeDimensionalDesignGm/CrossSections/GroundInfo/GroundLine 

図 

子要素 GroundLinePnts 

型 － 
出現回数 0 以上 
属 性 name 地形線名称 xsd:string 必須 地形線の名称 

内容 各断面の地形線に関する情報 
 

a）地形線構成点 
要素名 GroundLinePnt 論理名 地形線構成点 

パ ス 
ThreeDimensionalDesignGm/ 
CrossSections/GroundInfo/GroundLine/GroundLinePnt 

図 

子要素 － 

テキスト

ノード 

データ型 地形線の構成点を道路中心線形（堤防法線）離れと標高をスペース区切りで

記入する。道路の場合、各地形線構成点の道路中心線形離れは道路中心線形

の位置を原点に左側を（－）、右側を（＋）で左右順番に記述する。河川の

場合、各地形線構成点の堤防法線離れは堤防法線の位置を原点に川表側を

（－）、川裏側を（＋）で記述する。 

List of 
double 

出現回数 2 以上 
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内容 各断面の地形線を構成する点に関する情報 
 
【地形線構成点（GroundLinePnt】 

 
図 4-25 地形線と地形線構成点の定義方法 
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（5）舗装情報 
要素名 Pavements 論理名 舗装情報 
パ ス Pavements 

図 

 
子要素 PavementComposition PavementCrossSection 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

refAlign 参照中心線形名

称 
xsd:string 必須 基準とする中心線

形（Alignment）を、

Alignment 要 素 の

Name属性値で指定

内容 舗装に関する情報 

記入例 

<Pavements refAlign="中心線形 1"> 
  <PavementComposition startCumulativeDist="5960" endCumulativeDist="6120"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass="表層" material="加熱アスファルト混合

物" thickness="50" upperLayer="top" leftRefNodeLocation=”Center” leftRefNode="0" 
leftEdgeOffset="0" rightRefNodeLocation=”Right”  
rightRefNode="1"rightEdgeOffset="0"/> 

    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass="基層" material="加熱アスファルト混合

物" thickness="60" upperLayer="1" leftRefNodeLocation=”Center” leftRefNode="0" 
leftEdgeOffset="0" rightRefNodeLocation=”Right” rightRefNode="1" 
rightEdgeOffset="0.4"/> 

………………… 
  </PavementComposition> 
</Pavements> 

 
 

1）舗装構成 
要素名 PavementComposition 論理名 舗装構成 

パ ス Pavements/PavementComposition 

図 

 
子要素 PavementLayer 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

name 舗装構成名称 xsd:string  舗装構成の名称を指定

refRoadCompos
itionName 

参照横断構成名称 xsd:string 必須 参照する横断構成の名

称を指定 
startCumulative
Dist  

開始累加距離標 xsd:double 必須 舗装構成の開始位置を

累加距離で指定 
endCumulative
Dist  

終了累加距離標 xsd:double 必須 舗装構成の終了位置を

累加距離で指定 

内容 舗装の構成に関する情報 
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（A）舗装構成層 
要素名 PavementLayer 論理名 舗装構成層 

パ ス Pavements/PavementComposition/PavementLayer 

図 

子要素 LLocationShift RLocationShift 

型 － 
出現回数 1 以上 

属 性 

layerNo 層番号 xsd:integer 必須 個々の舗装構成の中で一

意となる番号を定義し、

構成層の識別に用いる 
pavementClass 舗装種類 xsd:string 必須 舗装の種類を記述する 

例えば、表層、基層、上

層路盤、下層路盤など 
material  材料 xsd:string 必須 舗装の材料 

 
thickness  舗装厚 xsd:double 必須 舗装の厚さ（mm） 

（作成しない舗装種類の

場合は、0mm を指定） 
desc 説明 xsd:string  アプリケーション利用に

おいてデータの説明とし

て使用 
upperLayer 上面の構成層 xsd:string 必須 舗装構成の中で最上層と

なる場合（上面が路面と

なる場合）、”top”と記述

する 
舗装構成の中で、その構

成層の上面となる構成層

の層番号を記述する 
leftRefNodeLoc
ation 

左端基準点の

該当横断構成 

xsd:string 必須 指定した左端基準点が、

幅員中心、左横断構成、

右横断構成のいずれに該

当するかを以下から選択
Center, 
Left, 
Right 

leftRefNode 左端基準点 xsd:integer 必須 構成層の左端位置を定義

する際の基準点が幅員中

心の場合”0”を記述す

る 
構成層の左端位置を定義

する際の基準点を、その

点を外側の端点とする横

断構成要素の並び番号で

指定する 
leftEdgeOffset 左端代表位置 xsd:double 必須 構成層の左端代表位置

を、指定した左端基準点
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からの水平離れ（右方向

を＋、左方向を－、m 単
位）で指定する 

leftSlope 左端の勾配 xsd:double  左端の勾配を記述する 
垂直の場合は省略 

rightRefNodeLo
cation 

右端基準点の

該当横断構成 
xsd:string 必須 指定した右端基準点が、

幅員中心、左横断構成、

右横断構成のいずれに該

当するかを以下から選択
Center, 
Left, 
Right 

rightRefNode 右端基準点 xsd:integer 必須 構成層の右端位置を定義

する際の基準点が幅員中

心の場合”0”を記述す

る 
構成層の右端位置を定義

する際の基準点を、その

点を外側の端点とする横

断構成要素の並び番号で

指定する 
rightEdgeOffset 右端代表位置 xsd:double 必須 構成層の右端代表位置

を、指定した右端基準点

からの水平離れ（右方向

を＋、左方向を－、m 単
位）で指定する 

rightSlope 右端の勾配 xsd:double  右端の勾配を記述する 
垂直の場合は省略 

内容 舗装を構成する各層に関する情報 
 

1）横断構成（要素定義パターン）に基づく舗装形状の指定方法 
舗装は、道路面の横断構成要素の形状に密接に関連する。このため、横断形状は、

横断構成要素を基準として、そこからの離れによって舗装端の位置を規定する。舗装

端の水平方向および鉛直方向の位置の規定を以下に示す。 
 

（A）舗装モデルの考え方 

舗装の３次元形状は、縦横断勾配をもつ直方体と仮定してモデル化を行っている。

直方体の高さを「舗装厚」、横幅を「舗装幅」、縦幅を「舗装延長」、水平に対する勾配

を「道路面の横断勾配、縦断勾配」を用いてモデル化している。その際、水平に対す

る勾配は、参照する横断構成から値を取得する。 

ア 厚さ 
舗装構成層の厚さを指定する。 
イ 幅 

幅員中心または横断構成要素の外側の端点を基準点とし、そこからのオフセッ

ト量で左右の位置を指定する。 
ウ 延長 

横断構成要素の開始累加距離標、終了累加距離標から延長を求める。 
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図 4-26 舗装モデルのイメージ 

 
（B）舗装の上下位置の参照方法 

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を記入することで、その上下関係を定義す

る。上面が路面となる場合は、上面の構成層には“top”を記入する。 
 

表層

上層路盤

下層路盤

基層

1

2

3

4

層番号 上面の構成層

top

1

2

3

舗装種類

 
図 4-27 舗装構成の順序の定義（イメージ） 

 
（C）舗装の横断方向位置の参照方法 

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決定する。 
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すことにより定義する。

基準点は、幅員中心または横断構成要素の外側の端点とする。 
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注記 車道 路肩 歩道

①

幅員中心

② ③

構造物

※①、②などの数字は、
並び番号（priority）

・左端基準点の該当横断構成：Center
幅員中心はCenterを指定

・左端基準点：0
幅員中心は0を指定

・左端代表位置：0
左端基準点（幅員中心）から舗装左

端代表位置までの水平離れが0

・右端基準点の該当横断構成：Right
右端基準点の路肩が右横断構成で

ありRightを指定
・右端基準点：2

路肩の並び番号2を指定
・右端代表位置：0.5

右端基準点（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

路肩の外側端点から舗装右端位
置までの水平離れ +0.5m

(-) (+)

※水平離れは右
方向を+、左方向

を-で指定

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

右横断構成左横断構成

舗装の横断方向位置を幅員中心から右側路肩外縁の外側とする場合

舗装の横断方向位置を左側歩道外縁の外側から右側路肩外縁の外側とする場合

舗装左端位置は、幅員中心。左端基準点を幅員中心
に設定する。
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。

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。

 
図 4-28 舗装の横断方向位置の定義（イメージ） 
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（D）舗装端の勾配 

舗装の左端の勾配および右端の勾配を省略した場合は垂直に、記述する場合は舗装

厚に対する勾配（1：X）を指定する。 
 

図 4-29 舗装端の勾配の定義方法 
 

a）左端位置の変化 
要素名 LLocationShift 論理名 左端位置の変化 

パ ス Pavements/PavementComposition/PavementLayer/LLocationShift 

図 

子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

startCumulativ
eDist  

開始累加距離標 xsd:double 必須 左端位置の変化し始め

る箇所の累加距離標 
endCumulative
Dist  

終了累加距離標 xsd:double 必須 左端位置の変化し終え

る箇所の累加距離標 
startValue  開始値 xsd:double 必須 変化し始める箇所の舗

装左端位置の水平離れ 
「4-3-3 （5）1）（A）

舗装構成層」の「左端位

置」と同様に定義 
endValue  終了値 xsd:double 必須 左端位置の変化し終え

る箇所の舗装左端位置

の水平離れ 
「4-3-3 （5）1）（A）

舗装構成層」の「左端位

置」と同様に定義 

内容 構成層の左端位置が変化する場合の変化情報 
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b）右端位置の変化 

要素名 RLocationShift 論理名 右端位置の変化 

パ ス Pavements/PavementComposition/PavementLayer/RLocationShift 

図 

子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

startCumulativ
eDist  

開始累加距離標 xsd:double 必須 右端位置の変化し始め

る箇所の累加距離標 
endCumulative
Dist  

終了累加距離標 xsd:double 必須 右端位置の変化し終え

る箇所の累加距離標 
startValue  開始値 xsd:double 必須 変化し始める箇所の舗

装右端位置の水平離れ 
の水平離れ 
「4-3-3 （5）1）（A）

舗装構成層」の「右端位

置」と同様に定義 
endValue  終了値 xsd:double 必須 右端位置の変化し終え

る箇所の舗装右端位置

の水平離れ 
「4-3-3 （5）1）（A）

舗装構成層」の「右端位

置」と同様に定義 

内容 構成層の右端位置が変化する場合の変化情報 
 

 

2）舗装断面 
要素名 PavementCrossSection 論理名 舗装断面 

パ ス Pavements/PavementCrossSection 

図 

子要素 PavementBuildForm 

型 － 
出現回数 0 以上 

属 性 

cumulativeDist  累加距離標 xsd:double 必須 横断面の位置を累加距

離標で記入 
directionAngle 方向角 xsd:string  横断方向角を記入する 
crossSectionChg 断面変化 xsd:boolean  横断構成が変化する断

面（同一測点において起

点側、終点側の横断面が

定義される断面）におけ

る終点側の断面である

場合は“true”を記入。

（ 初 期 設 定 値 は

“false”） 
controlSection  管理断面 xsd:boolean  管 理 断 面 の 場 合 は
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“true”を記入。（初期

設定値は“false”） 
targetPntID 目標座標名称 xsd:string  横断の方向を決定する

座標点を選択する 

内容 管理断面位置、形状変化位置、およびその他の横断面の情報。 

記入例 

<PavementCrossSection cumulativeDist="5960.0000" crossSectionChg="true" 
ControlSection="true"> 

  <PavementBuildForm name="アスファルト舗装" pavementClass="表層" material="
加熱アスファルト混合物"> 

    <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" existence="true">5.2500 
-0.1700</ComposedPnt> 

     ………………… 
  </PavementBuildForm> 
</PavementCrossSection> 

 
【方向角（directionAngle）】【目標座標名称（targetPntID）】 

方向角（directionAngle）または目標座標名称（targetPntID）を利用する場合は、「4-3-3 
（4）2）横断面」を参照する。 
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（A）舗装構築形状 
要素名 PavementBuildForm 論理名 舗装構築形状 

パ ス Pavements/PavementCrossSection/PavementBuildForm 

図 

 
子要素 ComposedPnt 

型 － 

出現回数 
1 以上 

属 性 

name  構築形状名称 xsd:string 必須 舗装構築形状の名

称 
pavementClass  舗装種類 xsd:string 必須 舗装の種類を記述

する 
例えば、表層、基層、

上層路盤、下層路盤

など 
material  材料 xsd:string 必須 舗装の材料 

内容 構成点の並びで表現される横断形状。 
 
 

1）横断面（断面定義パターン）に基づく舗装形状の指定方法 
断面定義パターンでは、舗装構成層の上面形状を上層から下層に順次定義する。表

層の上面（路面）の場合は、舗装種類（pavementClass）として“表層”を指定し横断

形状の構成点を記述する。下層路盤の下面など舗装全体の下面については、舗装種類

（pavementClass）として“路床”を指定し横断形状の構成点を記述する。 
舗装構築形状の構成点（ComposedPnt）は、幅員中心から外側に向かって連続的な

折れ線となるように作成する必要がある。そのため、中央帯などで舗装がない範囲に

ついては、道路の表面の構成点を作成し、舗装の開始点から舗装面の構成点を作成す

る。 
舗装構築形状の構成点（ComposedPnt）は、表面の構成点（舗装のない範囲）、舗

装の構成点の 2 つから構成されるが、構成点の種別を判別するために、要素種別

（componentType）は次のとおり設定する。 
 
 表面の構成点（舗装のない範囲）：要素種別は Other（その他）を設定する 
 舗装の構成点：要素種別は Pavement（舗装）を設定する 

 
なお、幅員中心は舗装の右端部や左端部などに設定することができる。 
また、舗装の終了点の外側（法面）の構成点は不要とするが、勾配を指定する場合

は、構成点を定義する。 
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幅員中心 中央帯

道路面

法面

舗装（表層）
舗装（基層）

舗装（上層路盤）

舗装の構築形状
幅員中心から開始するため、舗装
のない範囲は表面の構成点を作成

舗装の開始点から舗装
の構成点を作成

舗装の終了点の外側（法
面）の構成点は不要

表面の構成点

舗装の構成点

舗装（表層）の構成点

舗装のない範囲は、
表面の構成点を作成

舗装の開始点から
舗装の構成点を作成

舗装（基層）の構成点

舗装のない範囲は、
表面の構成点を作成

舗装の開始点から
舗装の構成点を作成

舗装（上層路盤）の構成点

舗装端点の勾配を指定する場合は終了
点の外側（法面）の構成点を定義する

※舗装端点の勾配を指定する場合

 
図 4-30 舗装構築形状の定義方法（イメージ） 
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（6）計画高水位 
要素名 HighWaterLevel 論理名 計画高水位 
パ ス ThreeDimensionalDesignGm/HighWaterLevel 

図 

 

 
 

子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

cumulativeDist 累加距離 xsd:double 必須 断面の位置を累加

距離標で記入 
vaule 値 Xsd:double 必須 計画高水位の標高

を記入 

内容 河川の計画高水位 

 
 
【計画高水位 HWL】 
 

 

図 4-31 計画高水位 
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（7）目標座標点 
要素名 TargetPnt 論理名 目標座標点 
パ ス ThreeDimensionalDesignGm/TargetPnt 

図 

 
子要素 － 

テキスト

ノード 

データ型 
座標点の座標値を、X 座標、Y 座標、標高の順番にスペース区切りで入力する。List of 

double 

出現回数 0 以上 

属 性 

group グループ名称 xsd: string  座標点のグループを特定

するための名称をファイ

ルの中で一意となるよう

に記述する。 
pntName 座標点識別名 xsd:string 必須 座標点を特定するための

識別名をファイルの中で

一意となるように記述す

る。 
timeStamp 計測日時 xsd:dateTime  計測した日時 

＜表記例＞ 
"2007-02-24T14:28:40" 

desc 備考 xsd:string  計測点の説明 

内容 目標座標点についての情報。 
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4-3-4  複合タイプ 
（1）線タイプ 

 
要素名 GmCurveType 論理名 線タイプ 
パ ス － 

図 

子要素 Line Curve Clothoid 

利用要素 /RoadGm/Alignments/Alignment/Horizontal/GmElement 

型 － 
出現回数 － 
属 性 Name 名称 xsd:string 必須 線名称 

内 容 線に関する情報 
 
【解説】要素宣言や属性グループと本書における用途 

XML スキーマでは、スキーマ内で複数回利用される場合やスキーマ内で特殊な利用を行

う場合に、型や属性をあらかじめ定義するための方法として、要素宣言（element 
declaration）や属性グループ（attribute group）がある。 
本書においては、上記に加えて下記用途を想定して宣言している。 

種 類 一般的な用途 本書で想定する用途 
複合タイプ 
要素宣言（ element 
declaration） 

子要素を持つ要素を

定義する場合に利用。

汎用的な要素については、将来的に他の

スキーマを参照する（部分的にスキーマ

を差し替える）こともあり得るため、当

該範囲を宣言。（ex.幾何要素：線、点） 
単純タイプ 
要素宣言（ element 
declaration） 

文字列のみを持つ要

素を定義する場合に

利用。 

－ 

属性グループ 
（attribute group） 

属性群を定義する場

合に利用。 
－ 
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1）直線 

 
要素名 GmCurveType/Line 論理名 直線 
パ ス － 

図 

 
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 
Name 名称 xsd:string  直線名称 
Length 直線長 xsd:double   

内 容 直線に関する情報 
 

2）円曲線 
 

要素名 GmCurveType/Curve 論理名 円曲線 
パ ス － 

図 

 
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string  円曲線名称 
Direction 方向 Direction 必須 進行方向に対し、時

計回り (cw)/反時計

回り(ccw) 
以下から選択 
 cw 
 ccw 

Radius 円曲線半径 xsd:double 必須  
Length 曲線長 xsd:double   

内 容 円曲線に関する情報 
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3）クロソイド 

 
要素名 GmCurveType/Clothoid 論理名 クロソイド 
パ ス － 

図 

 
子要素 － 
型 － 

出現回数 0 以上 

属 性 

Name 名称 xsd:string  クロソイド名称 
Direction 方向 Direction 必須 進行方向に対し、時

計回り (cw)/反時計

回り(ccw) 
以下から選択 
 cw 
 ccw 

StartRadius 開始半径 xsd:double 必須 直線の場合は 0.000
EndRadius 終了半径 xsd:double 必須 直線の場合は 0.000

A 
クロソイドパ

ラメータ 
xsd:double 必須  

Length 緩和曲線長 xsd:double   

内 容 クロソイドに関する情報 
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（2）点タイプ 

 
要素名 GmPntType 論理名 点タイプ 
パ ス － 

図 
 

子要素 － 

利用要素 

RoadGm/Alignments/Alignment/Horizontal/ElementPnts/ElementPnt 
RoadGm/GmPntsGrp/GmPnts/GmPnt 
RoadGm/Alignments/Alignment/Horizontal/IntermediatePnts/IntermediatePnt 
RoadGm/Alignments/Alignment/Horizontal/PIs/PI 

型 － 
出現回数 － 

属 性 

Name 名称 xsd:string 必須 点名称 
x x 座標 xsd:double 必須  
y y 座標 xsd:double 必須  
E 標高 xsd:double   
Note 注記 xsd:string   

内 容 点に関する情報 
 
 
（3）構築形状タイプ 

要素名 BuildFormType 論理名 構築形状タイプ 
パ ス － 

図 

子要素 ComposedPnt 

利用要素 
CrossSections/XSection/BuildForm 
Pavements/PavementCrossSection/PavementBuildForm 

型 － 
出現回数 － 
属 性 name 名称 xsd:string 必須 構築形状名称 

内 容 線に関する情報 
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4-3-5  単純タイプ 
 

型名 IsSide 

型 xsd:string 

列挙子 

非分離左側線外側車道縁  
非分離右側線外側車道縁  
分離左側線内側車道縁  
分離左側線外側車道縁  
分離右側線内側車道縁  
分離右側線外側車道縁  

内 容 横断勾配変移線で参照 
 
 

型名 Direction 

型 xsd:string 

列挙子 
cw 時計回り 
ccw 反時計回り 

内 容 線タイプの円曲線、クロソイドで参照 
 
 
4-3-6  属性グループ 
 

グループ名 PntAttrg 論理名  

利用要素 complexType GmPntType

属 性 
x x 座標 xsd:double 必須  
y y 座標 xsd:double 必須  
E 標高 xsd:double   
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4-4  UML クラス図 
本書で定義する XML スキーマを UML の表記方法（クラス図）で記述したものを以下に

示す。 
11
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1
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1 1..*

1

1

1 0..*
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目標座標名称

基準とする中心線形 左右端の基準点

目標座標名称

1

2..*

1
1..*

基準とする縦断線形

1

0..*

 

図 4-32 UML クラス図による表現 
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5  サンプルデータ 
本書の理解を得やすくすることを目的に作成したサンプルデータを以下に示す。（横断形状セットのみ） 

 
<CrossSections refAlign="○○国道中心線形" refVertical="縦断線形"> 
  <Composition name="No.345-No.355 横断構成"> 
    <Formation centerLineOffsetStandardValue="0.00" formationHeightOffsetStandardValue="0.00"> 
      <CLOffset cumulativeDist="6907.9820"/> 
      <FHOffset cumulativeDist="6907.9820"/> 
    </Formation> 
    <LComposition name=" 左 横 断 構 成 １ " startStationNO="345" startAddDist="7.9820" startCumulativeDist="6907.9820" endStationNO="352" endAddDist="0.0000" 

endCumulativeDist="7040.0000"> 
      <ComponentElement name="中央帯" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" widthStandardValue="0.750" slopeStandardValue="0.000" priority="1"> 
        <Slope fix="false" value="0.801" cumulativeDist="6920.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="2.030" cumulativeDist="6940.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="3.530" cumulativeDist="7040.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道１" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="0.000" priority="2"> 
        <Slope fix="false" value="0.801" cumulativeDist="6920.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="2.030" cumulativeDist="6940.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="3.530" cumulativeDist="7040.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道２" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="0.000" priority="3"> 
        <Slope fix="false" value="0.801" cumulativeDist="6920.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="2.030" cumulativeDist="6940.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="3.530" cumulativeDist="7040.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="側帯" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.250" slopeStandardValue="0.000" priority="4"> 
        <Slope fix="false" value="0.801" cumulativeDist="6920.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="2.030" cumulativeDist="6940.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="3.530" cumulativeDist="7040.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="歩道" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="1.000" priority="5"/> 
      <ComponentElement name="路肩" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.500" slopeStandardValue="1.000" priority="6"> 
        <Width fix="false" value="0.500" cumulativeDist="6980.0000"/> 
        <Width cumulativeDist="7040.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="盛土法面１" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" slopeStandardValue="1.500" heightStandardValue="-5.000" priority="7"/> 
      <ComponentElement name="小段１" componentType="BermFill" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.500" slopeStandardValue="-5.000" priority="8"/> 
      <ComponentElement name="盛土法面２" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" slopeStandardValue="1.500" heightStandardValue="-5.000" priority="9"/> 
    </LComposition> 
    <LComposition name=" 左 横 断 構 成 ２ " startStationNO="352" startAddDist="0.0000" startCumulativeDist="7040.0000" endStationNO="355" endAddDist="0.0000" 

endCumulativeDist="7100.0000"> 
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      <ComponentElement name="中央帯" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" widthStandardValue="0.750" slopeStandardValue="3.530" priority="1"> 
        <Slope fix="false" value="3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道１" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="3.530" priority="2"> 
        <Slope fix="false" value="3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道２" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="3.530" priority="3"> 
        <Slope fix="false" value="3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道３" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="3.530" priority="4"> 
        <Width fix="false" value="0.000" cumulativeDist="7040.0000"/> 
        <Width fix="false" value="0.475" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Width fix="false" value="1.113" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Width fix="false" value="1.625" cumulativeDist="7080.0000"/> 
        <Width fix="false" value="3.125" cumulativeDist="7100.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="側帯" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.500" slopeStandardValue="3.530" priority="5"> 
        <Slope fix="false" value="3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="歩道" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="1.000" priority="6"/> 
      <ComponentElement name="路肩" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.500" slopeStandardValue="1.000" priority="7"/> 
      <ComponentElement name="盛土法面１" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" slopeStandardValue="1.500" heightStandardValue="-5.0" priority="8"/> 
      <ComponentElement name="小段１" componentType="BermFill" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.500" slopeStandardValue="-5.000" priority="9"/> 
      <ComponentElement name="盛土法面２" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" slopeStandardValue="1.500" heightStandardValue="-5.0" priority="10"/> 
    </LComposition> 
    <RComposition name=" 右 横 断 構 成 １ " startStationNO="345" startAddDist="7.9820" startCumulativeDist="6907.9820" endStationNO="350" endAddDist="0.0000" 

endCumulativeDist="7040.0000"> 
      <ComponentElement name="中央帯" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" widthStandardValue="0.750" slopeStandardValue="0.000" priority="1"> 
        <Slope fix="false" value="-0.801" cumulativeDist="6920.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-2.030" cumulativeDist="6940.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-2.930" cumulativeDist="7000.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道１" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="0.000" priority="2"> 



 

 

 105

        <Slope fix="false" value="-0.801" cumulativeDist="6920.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-2.030" cumulativeDist="6940.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-2.930" cumulativeDist="7000.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道２" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="0.000" priority="3"> 
        <Slope fix="false" value="-0.801" cumulativeDist="6920.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-2.030" cumulativeDist="6940.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-2.930" cumulativeDist="7000.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="側帯" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.250" slopeStandardValue="0.000" priority="4"> 
        <Slope fix="false" value="-0.801" cumulativeDist="6920.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-2.030" cumulativeDist="6940.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-2.930" cumulativeDist="7000.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="歩道" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="-1.000" priority="5"/> 
      <ComponentElement name="路肩" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.500" slopeStandardValue="-1.000" priority="6"/> 
    </RComposition> 
    <RComposition name=" 右 横 断 構 成 ２ " startStationNO="350" startAddDist="0.0000" startCumulativeDist="7040.0000" endStationNO="355" endAddDist="0.0000" 

endCumulativeDist="7100.0000"> 
      <ComponentElement name="中央帯" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" widthStandardValue="0.750" slopeStandardValue="-2.930" priority="1"> 
        <Slope fix="false" value="-3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道１" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="-2.930" priority="2"> 
        <Slope fix="false" value="-3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道２" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="-2.930" priority="3"> 
        <Slope fix="false" value="-3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="車道３" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" widthStandardValue="0.500" slopeStandardValue="-2.930" priority="4"> 
        <Width fix="false" value="0.000" cumulativeDist="7040.0000"/> 
        <Width fix="false" value="0.475" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Width fix="false" value="1.113" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Width fix="false" value="1.625" cumulativeDist="7080.0000"/> 
        <Width fix="false" value="3.125" cumulativeDist="7100.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
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      <ComponentElement name="側帯" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.250" slopeStandardValue="-2.930" priority="5"> 
        <Slope fix="false" value="-3.830" cumulativeDist="7060.0000"/> 
        <Slope fix="false" value="-4.000" cumulativeDist="7071.3150"/> 
        <Slope cumulativeDist="7100.0000"/> 
      </ComponentElement> 
      <ComponentElement name="歩道" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" widthStandardValue="3.500" slopeStandardValue="-1.000" priority="6"/> 
      <ComponentElement name="路肩" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" widthStandardValue="1.500" slopeStandardValue="-1.000" priority="7"/> 
    </RComposition> 
  </Composition> 
  <XSection cumulativeDist="6907.9820"> 
    <BuildForm name="No.345+7.9819 断面"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n3" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n4" location="Left" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n6" location="Left" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n7" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="true" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n8" location="Left" componentType="BermFill" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 -5.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n9" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="false" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n1" location="Right" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n2" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n3" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n4" location="Right" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n5" location="Right" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n6" location="Right" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="false" seriesPnt="true">1.500 -1.000</ComposedPnt> 
    </BuildForm> 
  </XSection> 
  <XSection cumulativeDist="6920.0000" controlSect="true"> 
    <BuildForm name="No.346 断面"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 0.801</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 0.801</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n3" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 0.801</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n4" location="Left" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 0.801</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n6" location="Left" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n7" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="true" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n8" location="Left" componentType="BermFill" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 -5.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n9" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="false" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n1" location="Right" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 -0.801</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n2" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -0.801</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n3" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -0.801</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n4" location="Right" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 -0.801</ComposedPnt> 



 

 

 107

      <ComposedPnt code="R1n5" location="Right" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n6" location="Right" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="false" seriesPnt="true">1.500 -1.000</ComposedPnt> 
    </BuildForm> 
  </XSection> 
  <XSection cumulativeDist="6940.0000" controlSect="true"> 
    <BuildForm name="No.347 断面"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n3" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n4" location="Left" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n6" location="Left" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n7" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="true" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n8" location="Left" componentType="BermFill" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 -5.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n9" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="false" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n1" location="Right" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 -2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n2" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n3" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n4" location="Right" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 -2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n5" location="Right" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n6" location="Right" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="false" seriesPnt="true">1.500 -1.000</ComposedPnt> 
    </BuildForm> 
  </XSection> 
  <XSection cumulativeDist="6960.0000" controlSect="true"> 
    <BuildForm name="No.348 断面"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n3" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n4" location="Left" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n6" location="Left" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n7" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="true" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n8" location="Left" componentType="BermFill" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 -5.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n9" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="false" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n1" location="Right" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 -2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n2" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n3" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n4" location="Right" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 -2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n5" location="Right" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n6" location="Right" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="false" seriesPnt="true">1.500 -1.000</ComposedPnt> 
    </BuildForm> 
  </XSection> 
  <XSection cumulativeDist="6980.0000" controlSect="true"> 
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    <BuildForm name="No.349 断面"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n3" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n4" location="Left" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n6" location="Left" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n7" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="true" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n8" location="Left" componentType="BermFill" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 -5.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n9" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="false" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n1" location="Right" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 -2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n2" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n3" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n4" location="Right" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 -2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n5" location="Right" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n6" location="Right" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="false" seriesPnt="true">1.500 -1.000</ComposedPnt> 
    </BuildForm> 
  </XSection> 
  <XSection cumulativeDist="7000.0000" controlSect="true"> 
    <BuildForm name="No.350 断面"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n3" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n4" location="Left" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n6" location="Left" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n7" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="true" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n8" location="Left" componentType="BermFill" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 -5.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n9" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="false" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n1" location="Right" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 -2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n2" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n3" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n4" location="Right" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 -2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n5" location="Right" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n6" location="Right" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="false" seriesPnt="true">1.500 -1.000</ComposedPnt> 
    </BuildForm> 
  </XSection> 
  <XSection cumulativeDist="7020.0000" controlSect="true"> 
    <BuildForm name="No.351 断面"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n3" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 3.230</ComposedPnt> 



 

 

 109

      <ComposedPnt code="L1n4" location="Left" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n6" location="Left" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n7" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="true" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n8" location="Left" componentType="BermFill" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 -5.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n9" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="false" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n1" location="Right" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 -3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n2" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n3" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n4" location="Right" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 -3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n5" location="Right" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n6" location="Right" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="false" seriesPnt="true">1.500 -1.000</ComposedPnt> 
    </BuildForm> 
  </XSection> 
  <XSection cumulativeDist="7040.0000" controlSect="true"> 
    <BuildForm name="No.352 断面"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n3" location="Left" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n4" location="Left" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n6" location="Left" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n7" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="true" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n8" location="Left" componentType="BermFill" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.500 -5.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n9" location="Left" componentType="SlopeFill" slopeType="Rate" existence="false" seriesPnt="true">-5.000 1.500</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n1" location="Right" componentType="CenterStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">0.750 -3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n2" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n3" location="Right" componentType="Carriageway" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n4" location="Right" componentType="MarginalStrip" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">1.250 -3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n5" location="Right" componentType="SideWalk" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true">3.500 -1.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="R1n6" location="Right" componentType="RoadShoulder" slopeType="Percent" existence="false" seriesPnt="true">1.500 -1.000</ComposedPnt> 
    </BuildForm> 
  </XSection> 
</CrossSections> 
<Pavements refAlign="○○国道中心線形"> 
  <PavementComposition name="左舗装構成 1" refRoadCompositionName="No.345-No.355 横断構成" startCumulativeDist="6907.9820" endCumulativeDist="7040.0000"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass=" 表 層 " material=" 再 生 密 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="top" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="4" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass=" 中 間 層 " material=" 再 生 粗 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="1" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="4" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="3" pavementClass=" 基 層 " material=" 再 生 粗 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="2" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="4" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="4" pavementClass=" 上 層 路 盤 " material=" 再 生 瀝 青 安 定 処 理 " thickness="100.000" upperLayer="3" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="4" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
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    <PavementLayer layerNo="5" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石" thickness="100.000" upperLayer="4" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="4" leftEdgeOffset="0.000" 
rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 

    <PavementLayer layerNo="6" pavementClass=" 下 層 路 盤 " material=" 再 生 クラ ッ シャ ラン " thickness="300.000" upperLayer="5" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="4" 
leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 

  </PavementComposition> 
  <PavementComposition name="左舗装構成 2" refRoadCompositionName="No.345-No.355 横断構成" startCumulativeDist="6907.9820" endCumulativeDist="7040.0000"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass="表層" material="透水性アスコン" thickness="40.000" upperLayer="top" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="6" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石" thickness="100.000" upperLayer="1" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="6" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="3" pavementClass="フィルター層" material="砂" thickness="50.000" upperLayer="2" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="6" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
  </PavementComposition> 
  <PavementComposition name="左舗装構成 3" refRoadCompositionName="No.345-No.355 横断構成" startCumulativeDist="7040.0000" endCumulativeDist="7100.0000"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass=" 表 層 " material=" 再 生 密 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="top" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="5" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass=" 中 間 層 " material=" 再 生 粗 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="1" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="5" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="3" pavementClass=" 基 層 " material=" 再 生 粗 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="2" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="5" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="4" pavementClass=" 上 層 路 盤 " material=" 再 生 瀝 青 安 定 処 理 " thickness="100.000" upperLayer="3" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="5" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="5" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石" thickness="100.000" upperLayer="4" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="5" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="6" pavementClass=" 下 層 路 盤 " material=" 再 生 クラ ッ シャ ラン " thickness="300.000" upperLayer="5" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="5" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="1" rightEdgeOffset="0.000"/> 
  </PavementComposition> 
  <PavementComposition name="左舗装構成 4" refRoadCompositionName="No.345-No.355 横断構成" startCumulativeDist="7040.0000" endCumulativeDist="7100.0000"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass="表層" material="透水性アスコン" thickness="40.000" upperLayer="top" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="7" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="6" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石" thickness="100.000" upperLayer="1" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="7" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="6" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="3" pavementClass="フィルター層" material="砂" thickness="50.000" upperLayer="2" leftRefNodeLocation="Left" leftRefNode="7" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Left" rightRefNode="6" rightEdgeOffset="0.000"/> 
  </PavementComposition> 
  <PavementComposition name="右舗装構成 1" refRoadCompositionName="No.345-No.355 横断構成" startCumulativeDist="6907.9820" endCumulativeDist="7000.0000"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass=" 表 層 " material=" 再 生 密 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="top" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="4" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass=" 中 間 層 " material=" 再 生 粗 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="1" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="4" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="3" pavementClass=" 基 層 " material=" 再 生 粗 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="2" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="4" rightEdgeOffset="0.000"/> 
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    <PavementLayer layerNo="4" pavementClass=" 上 層 路 盤 " material=" 再 生 瀝 青 安 定 処 理 " thickness="100.000" upperLayer="3" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 
leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="4" rightEdgeOffset="0.000"/> 

    <PavementLayer layerNo="5" pavementClass=" 上 層 路 盤 " material=" 粒 度 調 整 砕 石 " thickness="100.000" upperLayer="4" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 
leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="4" rightEdgeOffset="0.000"/> 

    <PavementLayer layerNo="6" pavementClass=" 下層路盤 " material=" 再生クラッシャラン " thickness="300.000" upperLayer="5" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 
leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="4" rightEdgeOffset="0.000"/> 

  </PavementComposition> 
  <PavementComposition name="右舗装構成 2" refRoadCompositionName="No.345-No.355 横断構成" startCumulativeDist="6907.9820" endCumulativeDist="7000.0000"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass="表層" material="透水性アスコン" thickness="40.000" upperLayer="top" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="5" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="6" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass=" 下 層 路 盤 " material=" 再 生 切 込 砕 石 " thickness="100.000" upperLayer="1" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="5" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="6" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="3" pavementClass="フィルター層" material="砂" thickness="50.000" upperLayer="2" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="5" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="6" rightEdgeOffset="0.000"/> 
  </PavementComposition> 
  <PavementComposition name="右舗装構成 3" refRoadCompositionName="No.345-No.355 横断構成" startCumulativeDist="7000.0000" endCumulativeDist="7100.0000"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass=" 表 層 " material=" 再 生 密 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="top" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass=" 中 間 層 " material=" 再 生 粗 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="1" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="3" pavementClass=" 基 層 " material=" 再 生 粗 粒 度 ア ス コ ン " thickness="50.000" upperLayer="2" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="4" pavementClass=" 上 層 路 盤 " material=" 再 生 瀝 青 安 定 処 理 " thickness="100.000" upperLayer="3" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="5" pavementClass=" 上 層 路 盤 " material=" 粒 度 調 整 砕 石 " thickness="100.000" upperLayer="4" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="6" pavementClass=" 下層路盤 " material=" 再生クラッシャラン " thickness="300.000" upperLayer="5" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="1" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="5" rightEdgeOffset="0.000"/> 
  </PavementComposition> 
  <PavementComposition name="右舗装構成 4" refRoadCompositionName="No.345-No.355 横断構成" startCumulativeDist="7000.0000" endCumulativeDist="7100.0000"> 
    <PavementLayer layerNo="1" pavementClass="表層" material="透水性アスコン" thickness="40.000" upperLayer="top" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="6" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="7" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="2" pavementClass=" 下 層 路 盤 " material=" 再 生 切 込 砕 石 " thickness="100.000" upperLayer="1" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="6" 

leftEdgeOffset="0.000" rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="7" rightEdgeOffset="0.000"/> 
    <PavementLayer layerNo="3" pavementClass="フィルター層" material="砂" thickness="50.000" upperLayer="2" leftRefNodeLocation="Right" leftRefNode="6" leftEdgeOffset="0.000" 

rightRefNodeLocation="Right" rightRefNode="7" rightEdgeOffset="0.000"/> 
  </PavementComposition> 
  <PavementCrossSection cumulativeDist="6907.9820" controlSection="true"> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 表層（上辺）" pavementClass="表層" material="再生密粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
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    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 中間層（上辺）" pavementClass="中間層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.050</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 基層（上辺）" pavementClass="基層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.100</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 上層路盤１（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="再生瀝青安定処理"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.150</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 上層路盤２（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.250</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 下層路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生クラッシャラン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.350</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 下層路盤（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.650</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 歩道表層（上辺）" pavementClass="表層" material="透水性アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 歩道路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.040</ComposedPnt> 
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      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 歩道フィルター層（上辺）" pavementClass="フィルター層" material="砂"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.140</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.345+7.9819 歩道フィルター層（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.190</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
  </PavementCrossSection> 
  <PavementCrossSection cumulativeDist="6920.0000" controlSection="true"> 
    <PavementBuildForm name="No.346 表層（上辺）" pavementClass="表層" material="再生密粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.801</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.801</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 中間層（上辺）" pavementClass="中間層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.050</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.801</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 基層（上辺）" pavementClass="基層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.100</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.801</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 上層路盤１（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="再生瀝青安定処理"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.150</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.801</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 上層路盤２（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.250</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.801</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 



 

 

 114

    <PavementBuildForm name="No.346 下層路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生クラッシャラン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.350</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.801</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 下層路盤（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.650</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 0.801</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 歩道表層（上辺）" pavementClass="表層" material="透水性アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 歩道路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.040</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 歩道フィルター層（上辺）" pavementClass="フィルター層" material="砂"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.140</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.346 歩道フィルター層（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.190</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
  </PavementCrossSection> 
  <PavementCrossSection cumulativeDist="6940.0000" controlSection="true"> 
    <PavementBuildForm name="No.347 表層（上辺）" pavementClass="表層" material="再生密粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.030</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 中間層（上辺）" pavementClass="中間層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.030</ComposedPnt> 
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      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.050</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.030</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 基層（上辺）" pavementClass="基層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.100</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.030</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 上層路盤１（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="再生瀝青安定処理"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.150</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.030</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 上層路盤２（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.250</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.030</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 下層路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生クラッシャラン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.350</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.030</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 下層路盤（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.650</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.030</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 歩道表層（上辺）" pavementClass="表層" material="透水性アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 歩道路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.040</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 歩道フィルター層（上辺）" pavementClass="フィルター層" material="砂"> 
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      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.140</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.347 歩道フィルター層（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.030</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.190</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
  </PavementCrossSection> 
  <PavementCrossSection cumulativeDist="6960.0000" controlSection="true"> 
    <PavementBuildForm name="No.348 表層（上辺）" pavementClass="表層" material="再生密粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.330</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 中間層（上辺）" pavementClass="中間層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.050</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.330</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 基層（上辺）" pavementClass="基層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.100</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.330</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 上層路盤１（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="再生瀝青安定処理"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.150</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.330</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 上層路盤２（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.250</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.330</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 下層路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生クラッシャラン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.330</ComposedPnt> 
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      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.350</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.330</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 下層路盤（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.650</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.330</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 歩道表層（上辺）" pavementClass="表層" material="透水性アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 歩道路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.040</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 歩道フィルター層（上辺）" pavementClass="フィルター層" material="砂"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.140</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.348 歩道フィルター層（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.330</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.190</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
  </PavementCrossSection> 
  <PavementCrossSection cumulativeDist="6980.0000" controlSection="true"> 
    <PavementBuildForm name="No.349 表層（上辺）" pavementClass="表層" material="再生密粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.630</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 中間層（上辺）" pavementClass="中間層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.050</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.630</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
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    <PavementBuildForm name="No.349 基層（上辺）" pavementClass="基層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.100</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.630</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 上層路盤１（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="再生瀝青安定処理"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.150</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.630</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 上層路盤２（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.250</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.630</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 下層路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生クラッシャラン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.350</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.630</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 下層路盤（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">0.750 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.650</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">8.250 2.630</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 歩道表層（上辺）" pavementClass="表層" material="透水性アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 歩道路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.040</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 歩道フィルター層（上辺）" pavementClass="フィルター層" material="砂"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.140</ComposedPnt> 
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      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.349 歩道フィルター層（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.630</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.190</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
  </PavementCrossSection> 
  <PavementCrossSection cumulativeDist="7000.0000" controlSection="true"> 
    <PavementBuildForm name="No.350 表層（上辺）" pavementClass="表層" material="再生密粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.930</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 中間層（上辺）" pavementClass="中間層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.050</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.930</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 基層（上辺）" pavementClass="基層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.100</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.930</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 上層路盤１（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="再生瀝青安定処理"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.150</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.930</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 上層路盤２（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.250</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.930</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 下層路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生クラッシャラン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.350</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.930</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
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    <PavementBuildForm name="No.350 下層路盤（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.650</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 2.930</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 歩道表層（上辺）" pavementClass="表層" material="透水性アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 歩道路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.040</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 歩道フィルター層（上辺）" pavementClass="フィルター層" material="砂"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.140</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.350 歩道フィルター層（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 2.930</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.190</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
  </PavementCrossSection> 
  <PavementCrossSection cumulativeDist="7020.0000" controlSection="true"> 
    <PavementBuildForm name="No.351 表層（上辺）" pavementClass="表層" material="再生密粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.230</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 中間層（上辺）" pavementClass="中間層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.050</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.230</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 基層（上辺）" pavementClass="基層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.230</ComposedPnt> 
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      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.100</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.230</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 上層路盤１（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="再生瀝青安定処理"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.150</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.230</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 上層路盤２（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.250</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.230</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 下層路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生クラッシャラン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.350</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.230</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 下層路盤（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true"/> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.650</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.230</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 歩道表層（上辺）" pavementClass="表層" material="透水性アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 歩道路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.040</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 歩道フィルター層（上辺）" pavementClass="フィルター層" material="砂"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.140</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.351 歩道フィルター層（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
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      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 3.230</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.190</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
  </PavementCrossSection> 
  <PavementCrossSection cumulativeDist="7040.0000" controlSection="true"> 
    <PavementBuildForm name="No.352 表層（上辺）" pavementClass="表層" material="再生密粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.530</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 中間層（上辺）" pavementClass="中間層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.050</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.530</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 基層（上辺）" pavementClass="基層" material="再生粗粒度アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.100</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.530</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 上層路盤１（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="再生瀝青安定処理"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.150</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.530</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 上層路盤２（上辺）" pavementClass="上層路盤" material="粒度調整砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.250</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.530</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 下層路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生クラッシャラン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.350</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.530</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 下層路盤（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.750 3.530</ComposedPnt> 
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      <ComposedPnt code="L1n1a" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.650</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n2" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">8.250 3.530</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 歩道表層（上辺）" pavementClass="表層" material="透水性アスコン"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 歩道路盤（上辺）" pavementClass="下層路盤" material="再生切込砕石"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.040</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 歩道フィルター層（上辺）" pavementClass="フィルター層" material="砂"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.140</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
    <PavementBuildForm name="No.352 歩道フィルター層（下辺）" pavementClass="路床" material="路床土"> 
      <ComposedPnt code="F1n0" location="Center" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true">0.000 0.000</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">9.000 3.530</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n1" location="Left" slopeType="WidthHeight" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Other">0.000 -0.190</ComposedPnt> 
      <ComposedPnt code="L1n5" location="Left" slopeType="Percent" existence="true" seriesPnt="true" componentType="Pavement">5.000 1.000</ComposedPnt> 
    </PavementBuildForm> 
  </PavementCrossSection> 
</Pavements> 
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XML スキーマを以下に示す。 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.9.2.0"> 
  <xsd:element name="ThreeDimensionalDesignGmxml"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Three Dimensional Design Geometry Data XML Schema</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="ProjectInfo"/> 
        <xsd:element ref="CRSs"/> 
        <xsd:element ref="ThreeDimensionalDesignGm" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:key name="CRS"> 
      <xsd:selector xpath="CRSs/CRS"/> 
      <xsd:field xpath="@CRSName"/> 
    </xsd:key> 
    <xsd:keyref name="RefCRS" refer="CRS"> 
      <xsd:selector xpath="ThreeDimensionalDesignGm/Alignments/Alignment"/> 
      <xsd:field xpath="@RefCRS"/> 
    </xsd:keyref> 
  </xsd:element> 
  <xsd:element name="ProjectInfo"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>プロジェクト情報</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="ProjectName" type="xsd:string"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>件名</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="CreatorInfo"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>データ作成者情報</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> 
              <xsd:element name="Company" type="xsd:string"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>会社名</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
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              </xsd:element> 
              <xsd:element name="Person" type="xsd:string"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>作成者名</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
            </xsd:choice> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="CreateDate" type="xsd:date"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>データ作成日</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="ProjectPhase"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>事業段階</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:simpleType> 
            <xsd:restriction base="xsd:string"> 
              <xsd:enumeration value="概略"/> 
              <xsd:enumeration value="予備"/> 
              <xsd:enumeration value="詳細"/> 
              <xsd:enumeration value="施工"/> 
            </xsd:restriction> 
          </xsd:simpleType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Note" type="xsd:string"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>注記</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 
  <xsd:element name="CRSs"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>座標参照系セット</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="CRS" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>座標参照系</xsd:documentation> 
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          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="GeodeticDatum"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>測地原子</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                    <xsd:enumeration value="JGD2000"/> 
                    <xsd:enumeration value="TD"/> 
                    <xsd:enumeration value="WGS84"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="VerticalDatum"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>鉛直原子</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:attribute name="StdName" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>基準名</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="DifferToTP" type="xsd:double" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>TP との標高差</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="HorizontalCoordinateSystem"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>水平座標系</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                    <xsd:enumeration value="1(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="2(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="3(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="4(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="5(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="6(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="7(X,Y)"/> 
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                    <xsd:enumeration value="8(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="9(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="10(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="11(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="12(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="13(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="14(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="15(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="16(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="17(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="18(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="19(X,Y)"/> 
                    <xsd:enumeration value="(B,L)"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="VerticalCoordinateSystem" default="H"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>鉛直座標系</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                    <xsd:enumeration value="H"/> 
                    <xsd:enumeration value="h"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="Remark" type="xsd:string" minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>座標系注意点</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
            <xsd:attribute name="CRSName" type="xsd:string" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>座標系名称</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:unique name="UqName"> 
      <xsd:selector xpath="CRS"/> 
      <xsd:field xpath="@CRSName"/> 
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    </xsd:unique> 
  </xsd:element> 
  <xsd:element name="ThreeDimensionalDesignGm"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>3 次元構築物情報</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="GmPntsGrp" minOccurs="0"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>座標点グループ</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="GmPnts" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>座標点リスト</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="GmPnt" type="GmPntType" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>座標点</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                    </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                  <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>注記</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Alignments"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>中心線形セット</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
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          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="Alignment" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>中心線形</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="Horizontal"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>平面線形</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="StationEquation"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>測点定義</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:sequence> 
                                <xsd:element name="Interval"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>測点間隔</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:attribute name="Main" type="xsd:double" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>主測点間隔</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="Sub" type="xsd:double" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>副測点間隔</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                                <xsd:element name="Brake" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>ブレーキ</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:attribute name="BeforeStationNO" type="xsd:integer" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>ブレーキ前測点番号</xsd:documentation> 
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                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="BeforeAddDist" type="xsd:double" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>ブレーキ前測点追加距離</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="CumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="AfterStationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>ブレーキ後測点番号</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="AfterAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>ブレーキ後測点追加距離</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                              </xsd:sequence> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="ElementPnts"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>主要点リスト</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:sequence> 
                                <xsd:element name="ElementPnt" type="GmPntType" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>主要点</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                </xsd:element> 
                              </xsd:sequence> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="PIs" minOccurs="0"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>IP 点リスト</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
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                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:sequence> 
                                <xsd:element name="PI" type="GmPntType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>IP 点</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                </xsd:element> 
                              </xsd:sequence> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="IntermediatePnts" minOccurs="0"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>中間点リスト</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:sequence> 
                                <xsd:element name="IntermediatePnt" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>中間点</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:complexContent> 
                                      <xsd:extension base="GmPntType"> 
                                        <xsd:attribute name="CumulativeDist" type="xsd:double" use="required"/> 
                                        <xsd:attribute name="TangentDirectionAngle" type="xsd:string" use="optional"/> 
                                      </xsd:extension> 
                                    </xsd:complexContent> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                              </xsd:sequence> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="GmElement" maxOccurs="unbounded"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>幾何要素</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:complexContent> 
                                <xsd:extension base="GmCurveType"> 
                                  <xsd:attribute name="StartElementPnt" type="xsd:string" use="required"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                      <xsd:documentation>開始主要点名称</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
                                  </xsd:attribute> 
                                  <xsd:attribute name="EndElementPnt" type="xsd:string" use="required"> 
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                                    <xsd:annotation> 
                                      <xsd:documentation>終了主要点名称</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
                                  </xsd:attribute> 
                                  <xsd:attribute name="RefPI" type="xsd:string" use="optional"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                      <xsd:documentation>参照 IP 点名称</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
                                  </xsd:attribute> 
                                </xsd:extension> 
                              </xsd:complexContent> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Superelevation" minOccurs="0"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>片勾配摺り付け</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:sequence> 
                                <xsd:element name="CPVI" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>横断勾配変移線</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                      <xsd:element name="SPVIPnt"> 
                                        <xsd:annotation> 
                                          <xsd:documentation>片勾配変移点</xsd:documentation> 
                                        </xsd:annotation> 
                                        <xsd:complexType> 
                                          <xsd:attribute name="StationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                                            <xsd:annotation> 
                                              <xsd:documentation>測点番号</xsd:documentation> 
                                            </xsd:annotation> 
                                          </xsd:attribute> 
                                          <xsd:attribute name="AddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                            <xsd:annotation> 
                                              <xsd:documentation>追加距離</xsd:documentation> 
                                            </xsd:annotation> 
                                          </xsd:attribute> 
                                          <xsd:attribute name="CumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                            <xsd:annotation> 
                                              <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                            </xsd:annotation> 
                                          </xsd:attribute> 
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                                          <xsd:attribute name="Grade" type="xsd:double" use="required"> 
                                            <xsd:annotation> 
                                              <xsd:documentation>横断勾配</xsd:documentation> 
                                            </xsd:annotation> 
                                          </xsd:attribute> 
                                          <xsd:attribute name="VCL" type="xsd:double" use="optional"> 
                                            <xsd:annotation> 
                                              <xsd:documentation>緩衝縦断曲線長</xsd:documentation> 
                                            </xsd:annotation> 
                                          </xsd:attribute> 
                                          <xsd:attribute name="VCR" type="xsd:double" use="optional"> 
                                            <xsd:annotation> 
                                              <xsd:documentation>緩衝縦断曲線半径</xsd:documentation> 
                                            </xsd:annotation> 
                                          </xsd:attribute> 
                                        </xsd:complexType> 
                                      </xsd:element> 
                                    </xsd:sequence> 
                                    <xsd:attribute name="IsSide" type="IsSide" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>片勾配を示す位置</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                              </xsd:sequence> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                        <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="StartStationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="StartAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始点追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="CumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
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                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="EndStationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="EndAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了点追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="Length" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>総延長</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="Method" type="xsd:string" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>線形計算手法名</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>注記</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
                      <xsd:keyref name="RefPnt" refer="KeyPnt"> 
                        <xsd:selector xpath="GmElement/*"/> 
                        <xsd:field xpath="@Name"/> 
                      </xsd:keyref> 
                      <xsd:key name="KeyPnt"> 
                        <xsd:annotation> 
                          <xsd:documentation>主要点名称の一意性チェック</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                        <xsd:selector xpath="ElementPnts/ElementPnt"/> 
                        <xsd:field xpath="@Name"/> 
                      </xsd:key> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Vertical" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>縦断線形</xsd:documentation> 
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                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="PVI" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>縦断勾配変移線</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:sequence> 
                                <xsd:element name="PVIPnt"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>縦断勾配変移点</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:attribute name="StationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>測点番号</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="AddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>追加距離</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="CumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="E" type="xsd:double" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>変移点高</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="VCL" type="xsd:double" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>縦断曲線長</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="VCR" type="xsd:double" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>縦断曲線半径</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                  </xsd:complexType> 
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                                </xsd:element> 
                              </xsd:sequence> 
                              <xsd:attribute name="PVIType" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>変移点が始点・中間点・終点の何れかであるか</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                                <xsd:simpleType> 
                                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                                    <xsd:enumeration value="始点"/> 
                                    <xsd:enumeration value="中間点"/> 
                                    <xsd:enumeration value="終点"/> 
                                  </xsd:restriction> 
                                </xsd:simpleType> 
                              </xsd:attribute> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                        <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="RefHorizontalName" type="xsd:string" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>参照平面線形名</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="StartStationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="StartAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始点追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="CumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="EndStationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 



 

 

 137

                            <xsd:documentation>終了測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="EndAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了点追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="Length" type="xsd:double" use="optional"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>総延長</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>注記</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                  <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="RefCRS" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>参照座標系</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>注記</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                </xsd:complexType> 
                <xsd:key name="HorizName"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>平面線形名称の一意性チェック</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                  <xsd:selector xpath="Horizontal"/> 
                  <xsd:field xpath="@Name"/> 
                </xsd:key> 
                <xsd:unique name="VertiName"> 
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                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>純段線形名称の一意性チェック</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                  <xsd:selector xpath="Vertical"/> 
                  <xsd:field xpath="@Name"/> 
                </xsd:unique> 
                <xsd:keyref name="VHName" refer="HorizName"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>縦断線形に対応する平面線形の存在チェック</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                  <xsd:selector xpath="Vertical"/> 
                  <xsd:field xpath="@RefHorizontalName"/> 
                </xsd:keyref> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="ExVerticalSurfaceLines" minOccurs="0"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>縦断地盤線リスト</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="ExVerticalSurfaceLine" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>縦断地盤線  </xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="ExVerticalSurfaceLinePnt" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>縦断地盤線構成点</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:attribute name="StationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="AddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="CumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
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                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="E" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>標高</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                  <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="RefHorizontalName" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>参照平面線形</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>注記</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="CrossSections" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>横断形状セット</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="Composition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>横断構成</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="Formation" minOccurs="0"> 
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                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>幅員中心</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="CLOffset" maxOccurs="unbounded"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>道路中心線離れ</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>値</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="fix" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>値固定</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="FHOffset" maxOccurs="unbounded"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>計画高との高低差</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>値</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="fix" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>値固定</xsd:documentation> 
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                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="formationHeightPosition1" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>計画高取得位置離れ 1</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="formationHeightPosition2" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>計画高取得位置離れ 2</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                        <xsd:attribute name="centerLineOffsetStandardValue" type="xsd:double" use="optional"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>道路中心線離れ代表値</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="formationHeightOffsetStandardValue" type="xsd:double" use="optional"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>計画高との高低差代表値</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="LComposition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>左横断構成</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="ComponentElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>横断構成要素</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:sequence> 
                                <xsd:element name="Width" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>要素幅</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
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                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>値</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="fix" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>値固定</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                                <xsd:element name="Slope" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>勾配</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:simpleContent> 
                                      <xsd:extension base="xsd:anySimpleType"> 
                                        <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                        <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="optional"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>値</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                        <xsd:attribute name="fix" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>値固定</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                      </xsd:extension> 
                                    </xsd:simpleContent> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                                <xsd:element name="Height" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>比高</xsd:documentation> 
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                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:simpleContent> 
                                      <xsd:extension base="xsd:anySimpleType"> 
                                        <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                        <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="optional"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>値</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                        <xsd:attribute name="fix" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>値固定</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                      </xsd:extension> 
                                    </xsd:simpleContent> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                              </xsd:sequence> 
                              <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>構成要素名称</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="componentType" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>要素種別</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                                <xsd:simpleType> 
                                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                                    <xsd:enumeration value="Carriageway"/> 
                                    <xsd:enumeration value="CenterStrip"/> 
                                    <xsd:enumeration value="RoadShoulder"/> 
                                    <xsd:enumeration value="StoppingLane"/> 
                                    <xsd:enumeration value="SideWalk"/> 
                                    <xsd:enumeration value="PlantingZone"/> 
                                    <xsd:enumeration value="FrontageRoad"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Track"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Separator"/> 
                                    <xsd:enumeration value="MarginalStrip"/> 
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                                    <xsd:enumeration value="EarthWorkBaseLineFill"/> 
                                    <xsd:enumeration value="EarthEorkBaseLineCut"/> 
                                    <xsd:enumeration value="SlopeFill"/> 
                                    <xsd:enumeration value="SlopeCut"/> 
                                    <xsd:enumeration value="BermFill"/> 
                                    <xsd:enumeration value="BermCut"/> 
                                    <xsd:enumeration value="RetainingWall"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Drainage"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Pavement"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Other"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Crown"/> 
                                  </xsd:restriction> 
                                </xsd:simpleType> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="slopeType" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>勾配タイプ</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                                <xsd:simpleType> 
                                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                                    <xsd:enumeration value="WidthHeight"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Percent"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Rate"/> 
                                  </xsd:restriction> 
                                </xsd:simpleType> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="widthStandardValue" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>要素幅代表値</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="slopeStandardValue" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>勾配代表値</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="heightStandardValue" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>比高代表値</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="clearance" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>建築限界の高さ</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
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                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="priority" type="xsd:integer" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>要素の並び番号</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                        <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>左横断構成名称</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="startStationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="startAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始点追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="startCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endStationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了点追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
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                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="RComposition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>右横断構成</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="ComponentElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>横断構成要素</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                            <xsd:complexType> 
                              <xsd:sequence> 
                                <xsd:element name="Width" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>要素幅</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>値</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                    <xsd:attribute name="fix" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                                      <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation>値固定</xsd:documentation> 
                                      </xsd:annotation> 
                                    </xsd:attribute> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                                <xsd:element name="Slope" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>勾配</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:simpleContent> 
                                      <xsd:extension base="xsd:anySimpleType"> 
                                        <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
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                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                        <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="optional"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>値</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                        <xsd:attribute name="fix" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>値固定</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                      </xsd:extension> 
                                    </xsd:simpleContent> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                                <xsd:element name="Height" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                  <xsd:annotation> 
                                    <xsd:documentation>比高</xsd:documentation> 
                                  </xsd:annotation> 
                                  <xsd:complexType> 
                                    <xsd:simpleContent> 
                                      <xsd:extension base="xsd:anySimpleType"> 
                                        <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                        <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="optional"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>値</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                        <xsd:attribute name="fix" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                            <xsd:documentation>値固定</xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                        </xsd:attribute> 
                                      </xsd:extension> 
                                    </xsd:simpleContent> 
                                  </xsd:complexType> 
                                </xsd:element> 
                              </xsd:sequence> 
                              <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
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                                  <xsd:documentation>構成要素名称</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="componentType" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>要素種別</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                                <xsd:simpleType> 
                                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                                    <xsd:enumeration value="Carriageway"/> 
                                    <xsd:enumeration value="CenterStrip"/> 
                                    <xsd:enumeration value="RoadShoulder"/> 
                                    <xsd:enumeration value="StoppingLane"/> 
                                    <xsd:enumeration value="SideWalk"/> 
                                    <xsd:enumeration value="PlantingZone"/> 
                                    <xsd:enumeration value="FrontageRoad"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Track"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Separator"/> 
                                    <xsd:enumeration value="MarginalStrip"/> 
                                    <xsd:enumeration value="EarthWorkBaseLineFill"/> 
                                    <xsd:enumeration value="EarthEorkBaseLineCut"/> 
                                    <xsd:enumeration value="SlopeFill"/> 
                                    <xsd:enumeration value="SlopeCut"/> 
                                    <xsd:enumeration value="BermFill"/> 
                                    <xsd:enumeration value="BermCut"/> 
                                    <xsd:enumeration value="RetainingWall"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Drainage"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Pavement"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Other"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Crown"/> 
                                  </xsd:restriction> 
                                </xsd:simpleType> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="slopeType" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>勾配タイプ</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                                <xsd:simpleType> 
                                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                                    <xsd:enumeration value="WidthHeight"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Percent"/> 
                                    <xsd:enumeration value="Rate"/> 
                                  </xsd:restriction> 
                                </xsd:simpleType> 
                              </xsd:attribute> 
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                              <xsd:attribute name="widthStandardValue" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>要素幅代表値</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="slopeStandardValue" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>勾配代表値</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="heightStandardValue" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>比高代表値</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="clearance" type="xsd:double" use="optional"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>建築限界の高さ</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                              <xsd:attribute name="priority" type="xsd:integer" use="required"> 
                                <xsd:annotation> 
                                  <xsd:documentation>要素の並び番号</xsd:documentation> 
                                </xsd:annotation> 
                              </xsd:attribute> 
                            </xsd:complexType> 
                          </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                        <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>右横断構成名称</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="startStationNO" type="xsd:integer" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="startAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始点追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="startCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
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                            <xsd:documentation>開始累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endStationNO" type="xsd:int" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了測点番号</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endAddDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了点追加距離</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                  <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>横断構成名称</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="XSection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>横断面</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="BuildForm" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>構築形状</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:complexContent> 
                          <xsd:extension base="BuildFormType"> 
                            <xsd:attribute name="rounding" type="xsd:double"> 
                              <xsd:annotation> 
                                <xsd:documentation>ラウンディング距離</xsd:documentation> 
                              </xsd:annotation> 
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                            </xsd:attribute> 
                            <xsd:attribute name="xSectType" type="xsd:string" use="optional"> 
                              <xsd:annotation> 
                                <xsd:documentation>横断構成の種別</xsd:documentation> 
                              </xsd:annotation> 
                            </xsd:attribute> 
                          </xsd:extension> 
                        </xsd:complexContent> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                  <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>横断面名</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="directionAngle" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>方向角</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="xSectChg" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>断面変化</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                    <xsd:simpleType> 
                      <xsd:restriction base="xsd:boolean"> 
                        <xsd:pattern value="true"/> 
                      </xsd:restriction> 
                    </xsd:simpleType> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="controlSect" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>管理断面</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                    <xsd:simpleType> 
                      <xsd:restriction base="xsd:boolean"> 
                        <xsd:pattern value="true"/> 
                      </xsd:restriction> 
                    </xsd:simpleType> 
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                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="targetPntID" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>目標座標名称</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="GroundInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>地形情報</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="GroundLine" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>地形線</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="GroundLinePnt" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"> 
                            <xsd:annotation> 
                              <xsd:documentation>地形線構成点</xsd:documentation> 
                            </xsd:annotation> 
                          </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                        <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>地形線名称</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                  <xsd:attribute name="xSectionName" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>断面名称</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                </xsd:complexType> 
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              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
            <xsd:attribute name="refAlign" type="xsd:string" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>参照中心線形</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="refVertical" type="xsd:string" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>基準とする縦断線形</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="alignment" type="xsd:boolean" use="optional"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>中心線形</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="projectPhase" type="xsd:string" use="optional"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>業務段階</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element ref="Pavements" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
        <xsd:element name="HighWaterLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>計画高水位</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="value" type="xsd:double" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="TargetPnt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>目標座標点</xsd:documentation> 
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          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:simpleContent> 
              <xsd:extension base="Point3D"> 
                <xsd:attribute name="group" type="xsd:string"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>グループ名称</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:attribute> 
                <xsd:attribute name="pntName" type="xsd:string" use="required"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>座標点識別名</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:attribute> 
                <xsd:attribute name="timeStamp" type="xsd:dateTime"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>計測日時</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:attribute> 
                <xsd:attribute name="desc" type="xsd:string"> 
                  <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation>備考</xsd:documentation> 
                  </xsd:annotation> 
                </xsd:attribute> 
              </xsd:extension> 
            </xsd:simpleContent> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:attribute name="RouteName" type="xsd:string" use="required"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>路線名</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="designGmType" use="required"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>構築物情報種別</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:simpleType> 
          <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="道路"/> 
            <xsd:enumeration value="河川"/> 
          </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
      </xsd:attribute> 
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      <xsd:attribute name="Classification" type="xsd:string" use="required"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>道路規格</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="DesignSpeed" use="optional"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>設計速度</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:simpleType> 
          <xsd:restriction base="xsd:integer"> 
            <xsd:enumeration value="120"/> 
            <xsd:enumeration value="100"/> 
            <xsd:enumeration value="80"/> 
            <xsd:enumeration value="60"/> 
            <xsd:enumeration value="50"/> 
            <xsd:enumeration value="40"/> 
            <xsd:enumeration value="30"/> 
            <xsd:enumeration value="20"/> 
          </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
      </xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="TrafficVolume" type="xsd:integer" use="optional"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>設計交通量</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="side" use="optional"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>左右岸区分</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:simpleType> 
          <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="左岸"/> 
            <xsd:enumeration value="右岸"/> 
          </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
      </xsd:attribute> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:key name="GmPnt"> 
      <xsd:selector xpath="GmPntsGrp/GmPnts/GmPnt"/> 
      <xsd:field xpath="@Name"/> 
    </xsd:key> 
    <xsd:keyref name="RefIPnt" refer="GmPnt"> 
      <xsd:selector xpath="Alignments/Alignment/Horizontal/PIs/PI"/> 
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      <xsd:field xpath="@Name"/> 
    </xsd:keyref> 
    <xsd:keyref name="RefSPnt" refer="GmPnt"> 
      <xsd:selector xpath="Alignments/Alignment/Horizontal/GmElement/*"/> 
      <xsd:field xpath="@Name"/> 
    </xsd:keyref> 
    <xsd:keyref name="RefEPnt" refer="GmPnt"> 
      <xsd:selector xpath="Alignments/Alignment/Horizontal/GmElement/*"/> 
      <xsd:field xpath="@Name"/> 
    </xsd:keyref> 
    <xsd:key name="KeyAlignName"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>線形名称の一意性チェック</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:selector xpath="Alignments/Alignment"/> 
      <xsd:field xpath="@Name"/> 
    </xsd:key> 
  </xsd:element> 
  <xsd:simpleType name="IsSide"> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
      <xsd:enumeration value="非分離左側線外側車道縁"/> 
      <xsd:enumeration value="非分離右側線外側車道縁"/> 
      <xsd:enumeration value="分離左側線線内側車道縁"/> 
      <xsd:enumeration value="分離左側線線外側車道縁"/> 
      <xsd:enumeration value="分離右側線内側車道縁"/> 
      <xsd:enumeration value="分離右側線外側車道縁"/> 
    </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 
  <xsd:simpleType name="Direction"> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
      <xsd:enumeration value="cw"/> 
      <xsd:enumeration value="ccw"/> 
    </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 
  <xsd:attributeGroup name="PntAttrg"> 
    <xsd:attribute name="x" type="xsd:double" use="required"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>x 座標</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:attribute> 
    <xsd:attribute name="y" type="xsd:double" use="required"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>y 座標</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:attribute> 
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    <xsd:attribute name="E" type="xsd:double" use="optional"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>標高</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:attribute> 
  </xsd:attributeGroup> 
  <xsd:complexType name="GmCurveType"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>線タイプ</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> 
      <xsd:element name="Line" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>直線</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="optional"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="Length" type="xsd:double" use="optional"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>直線長</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Curve" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>円曲線</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="optional"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="Direction" type="Direction" use="required"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>進行方向に対する回転方向</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="Radius" type="xsd:double" use="required"> 
            <xsd:annotation> 
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              <xsd:documentation>円曲線半径</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="Length" type="xsd:double" use="optional"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>曲線長</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Clothoid" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>クロソイド</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="optional"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="Direction" type="Direction" use="required"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>進行方向に対する回転方向</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="StartRadius" type="xsd:double" use="required"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>開始半径：直線の場合は 0.0</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="EndRadius" type="xsd:double" use="required"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>終了半径：直線の場合は 0.0</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="A" type="xsd:double" use="required"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>クロソイドパラメータ</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
          <xsd:attribute name="Length" type="xsd:double" use="optional"> 
            <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>緩和曲線長</xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
          </xsd:attribute> 
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        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:choice> 
    <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:attribute> 
  </xsd:complexType> 
  <xsd:complexType name="GmPntType"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>点タイプ</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:attribute> 
    <xsd:attributeGroup ref="PntAttrg"/> 
    <xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>注記</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
    </xsd:attribute> 
  </xsd:complexType> 
  <xsd:element name="Pavements"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>舗装情報</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="PavementComposition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>舗装構成</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="PavementLayer" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>舗装構成層</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="LLocationShift" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
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                        <xsd:documentation>左端位置の変化</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:attribute name="startCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="startValue" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始値</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endValue" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了値</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="RLocationShift" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation>右端位置の変化</xsd:documentation> 
                      </xsd:annotation> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:attribute name="startCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="endCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了累加距離標</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                        <xsd:attribute name="startValue" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>開始値</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
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                        <xsd:attribute name="endValue" type="xsd:double" use="required"> 
                          <xsd:annotation> 
                            <xsd:documentation>終了値</xsd:documentation> 
                          </xsd:annotation> 
                        </xsd:attribute> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                  <xsd:attribute name="layerNo" type="xsd:integer" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>層番号</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="pavementClass" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>舗装種類</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="material" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>材料</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="thickness" type="xsd:double" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>舗装厚</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="desc" type="xsd:string" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>説明</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="upperLayer" type="xsd:string" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>上面の構成層</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="leftRefNodeLocation" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>左端基準点の該当横断構成</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                    <xsd:simpleType> 
                      <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                        <xsd:enumeration value="Center"/> 
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                        <xsd:enumeration value="Left"/> 
                        <xsd:enumeration value="Right"/> 
                      </xsd:restriction> 
                    </xsd:simpleType> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="leftRefNode" type="xsd:integer" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>左端基準点</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="leftEdgeOffset" type="xsd:double" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>左端代表位置</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="leftSlope" type="xsd:double" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>左端の勾配</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="rightRefNodeLocation" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>右端基準点の該当横断構成</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                    <xsd:simpleType> 
                      <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                        <xsd:enumeration value="Center"/> 
                        <xsd:enumeration value="Left"/> 
                        <xsd:enumeration value="Right"/> 
                      </xsd:restriction> 
                    </xsd:simpleType> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="rightRefNode" type="xsd:integer" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>右端基準点</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="rightEdgeOffset" type="xsd:double" use="required"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>右端代表位置</xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                  <xsd:attribute name="rightSlope" type="xsd:double" use="optional"> 
                    <xsd:annotation> 
                      <xsd:documentation>右端の勾配</xsd:documentation> 
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                    </xsd:annotation> 
                  </xsd:attribute> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
            <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="optional"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>舗装構成名称</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="refRoadCompositionName" type="xsd:string" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>参照横断構成名称</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="startCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>開始累加距離標</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="endCumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>終了累加距離標</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="PavementCrossSection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>舗装断面</xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="PavementBuildForm" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>舗装構築形状</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:complexContent> 
                    <xsd:extension base="BuildFormType"> 
                      <xsd:attribute name="pavementClass" type="xsd:string" use="required"> 
                        <xsd:annotation> 
                          <xsd:documentation>舗装種類</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                      </xsd:attribute> 
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                      <xsd:attribute name="material" type="xsd:string" use="required"> 
                        <xsd:annotation> 
                          <xsd:documentation>材料</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                      </xsd:attribute> 
                      <xsd:attribute name="leftSlope" type="xsd:double" use="optional"> 
                        <xsd:annotation> 
                          <xsd:documentation>左端の勾配</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                      </xsd:attribute> 
                      <xsd:attribute name="rightSlope" type="xsd:double" use="optional"> 
                        <xsd:annotation> 
                          <xsd:documentation>右端の勾配</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                      </xsd:attribute> 
                    </xsd:extension> 
                  </xsd:complexContent> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
            <xsd:attribute name="cumulativeDist" type="xsd:double" use="required"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>累加距離標</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="directionAngle"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>方向角</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="crossSectionChg" use="optional"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>断面変化</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
              <xsd:simpleType> 
                <xsd:restriction base="xsd:boolean"> 
                  <xsd:pattern value="true"/> 
                </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="controlSection" use="optional"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>管理断面</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
              <xsd:simpleType> 
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                <xsd:restriction base="xsd:boolean"/> 
              </xsd:simpleType> 
            </xsd:attribute> 
            <xsd:attribute name="targetPntID"> 
              <xsd:annotation> 
                <xsd:documentation>目標座標名称</xsd:documentation> 
              </xsd:annotation> 
            </xsd:attribute> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:attribute name="refAlign" type="xsd:string" use="required"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>参照中心線形名称</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
      </xsd:attribute> 
    </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 
  <xsd:simpleType name="Point"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>座標値記述の基底型</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:list itemType="xsd:double"/> 
  </xsd:simpleType> 
  <xsd:simpleType name="Point3D"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>3 次元座標値記述の基底型</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="Point"> 
      <xsd:minLength value="0"/> 
      <xsd:maxLength value="3"/> 
    </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 
  <xsd:simpleType name="CLOffsetHeight"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>CL オフセット・標高記述の基底型</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="Point"> 
      <xsd:minLength value="0"/> 
      <xsd:maxLength value="2"/> 
    </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 
  <xsd:element name="ComposedPnt" type="CLOffsetHeight"> 
    <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>構成点</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 
  </xsd:element> 
  <xsd:complexType name="BuildFormType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="ComposedPnt" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"> 
        <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation>構成点</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:simpleContent> 
            <xsd:extension base="CLOffsetHeight"> 
              <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>構成点コード</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:attribute> 
              <xsd:attribute name="location" use="required"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>構成点の位置</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                    <xsd:enumeration value="Center"/> 
                    <xsd:enumeration value="Left"/> 
                    <xsd:enumeration value="Right"/> 
                    <xsd:enumeration value="WaterSide"/> 
                    <xsd:enumeration value="LandSide"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:attribute> 
              <xsd:attribute name="componentType" use="optional"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>要素種別</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                    <xsd:enumeration value="Carriageway"/> 
                    <xsd:enumeration value="CenterStrip"/> 
                    <xsd:enumeration value="RoadShoulder"/> 
                    <xsd:enumeration value="StoppingLane"/> 
                    <xsd:enumeration value="SideWalk"/> 
                    <xsd:enumeration value="PlantingZone"/> 
                    <xsd:enumeration value="FrontageRoad"/> 
                    <xsd:enumeration value="Track"/> 
                    <xsd:enumeration value="Separator"/> 
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                    <xsd:enumeration value="MarginalStrip"/> 
                    <xsd:enumeration value="EarthWorkBaseLineFill"/> 
                    <xsd:enumeration value="EarthEorkBaseLineCut"/> 
                    <xsd:enumeration value="SlopeFill"/> 
                    <xsd:enumeration value="SlopeCut"/> 
                    <xsd:enumeration value="BermFill"/> 
                    <xsd:enumeration value="BermCut"/> 
                    <xsd:enumeration value="RetainingWall"/> 
                    <xsd:enumeration value="Drainage"/> 
                    <xsd:enumeration value="Pavement"/> 
                    <xsd:enumeration value="Other"/> 
                    <xsd:enumeration value="Crown"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:attribute> 
              <xsd:attribute name="seriesPnt" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>連続点</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:attribute> 
              <xsd:attribute name="slopeType" use="required"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>勾配タイプ</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                    <xsd:enumeration value="WidthHeight"/> 
                    <xsd:enumeration value="Percent"/> 
                    <xsd:enumeration value="Rate"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:attribute> 
              <xsd:attribute name="existence" type="xsd:boolean" use="optional"> 
                <xsd:annotation> 
                  <xsd:documentation>実在</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
              </xsd:attribute> 
            </xsd:extension> 
          </xsd:simpleContent> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"> 
      <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>構築形状名称</xsd:documentation> 



 

 

 168

      </xsd:annotation> 
    </xsd:attribute> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
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