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工事記録写真等撮影要領において、以下のとおり誤りがありましたので修正します。 
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5.2 フォルダ構成とファイルの格納 

フォルダ構成は、図－１に示すとおりとする。 
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図１ フォルダ構成図 
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図１ フォルダ構成図 
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5.2 フォルダ構成とファイルの格納 

「PHOTO」フォルダの下に「PIC」と「DRA」のフォルダを置くものと

する。また、「 PHOTO」フォルダの下に写真属性情報ファイル

（ PHOTO.XML）とその XML 構造を定義した DTD ファイル

（PHOTO02.DTD）を格納する 
 

 
5.2 フォルダ構成とファイルの格納 

「PHOTO」フォルダの下に「PIC」と「DRA」のフォルダを置くものと

する。また、「 PHOTO」フォルダの下に写真属性情報ファイル

（ PHOTO.XML）とその XML 構造を定義した DTD ファイル

（PHOTO03.DTD）を格納する。 
 

10  
5.4.2 参考図ファイル 

記録形式は JPEG もしくは TIFF（G4）とし、図面が判読できる程度の

解像度とする｡JPEGについては、1枚あたりのファイルサイズは 400KB以

下とし、TIFF（G4）については 150～200dpi 程度を標準として、ファイ

ルサイズは 1MB以下とする。 
 

 
5.4.2 参考図ファイル 

記録形式は JPEG もしくは TIFF（G4）とし、図面が判読できる程度の

解像度とする｡JPEGについては、1枚あたりのファイルサイズは 500KB以

下とし、TIFF（G4）については 150～200dpi 程度を標準として、ファイ

ルサイズは 1MB以下とする。 
 

51  
付属資料５ 写真属性情報ファイル DTD 
 
成果品の電子媒体に格納する写真属性情報ファイル（PHOTO.XML）の DTD

（PHOTO02.DTD）を以下に示す。 
 
<!-- PHOTO02.DTD / 2002/07 --> 
<!ELEMENT photodata (基礎情報,ソフトウェア情報?,写真情報+)> 
<!ATTLIST photodata DTD_version CDATA #FIXED "02"> 
 

 
付属資料５ 写真属性情報ファイル DTD 
 
成果品の電子媒体に格納する写真属性情報ファイル（PHOTO.XML）の DTD
（PHOTO03.DTD）を以下に示す。 
 
<!-- PHOTO03.DTD / 2006/07 --> 
<!ELEMENT photodata (基礎情報,ソフトウェア情報?,写真情報+)> 
<!ATTLIST photodata DTD_version CDATA #FIXED "03"> 
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付属資料５ 写真属性情報ファイル DTD 
 
<!-- ************************************************************** --> 
<!-- 基礎情報--> 
<!-- ************************************************************** --> 
 
<!ELEMENT 基礎情報 (写真フォルダ名,参考図フォルダ名,適用基準?,媒体情
報予備?)> 
<!ELEMENT 写真フォルダ名 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 参考図フォルダ名 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 適用基準 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 媒体情報予備 (#PCDATA)> 
 

 
付属資料５ 写真属性情報ファイル DTD 
 
<!-- ************************************************************** --> 
<!-- 基礎情報--> 
<!-- ************************************************************** --> 
 
<!ELEMENT 基礎情報 (写真フォルダ名,参考図フォルダ名?,適用基準?,媒体情
報予備?)> 
<!ELEMENT 写真フォルダ名 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 参考図フォルダ名 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 適用基準 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT 媒体情報予備 (#PCDATA)> 
 

51  
付属資料５ 写真属性情報ファイル DTD 
 
<!-- *************************************************************** --> 
<!-- 写真情報 --> 
<!-- *************************************************************** --> 
<!ELEMENT 写真情報 (写真ファイル情報,撮影工種区分,付加情報*,撮影情
報?,施工管理値情報?,状況説明予備?,その他?)> 
<!ELEMENT 写真ファイル情報 (シリアル番号,写真ファイル名,写真ファイル
日本語名?,メディア番号,写真MIME,写真ファイル情報予備?)> 
 

 
付属資料５ 写真属性情報ファイル DTD 
 
<!-- *************************************************************** --> 
<!-- 写真情報 --> 
<!-- *************************************************************** --> 
<!ELEMENT 写真情報 (写真ファイル情報,撮影工種区分,付加情報*,撮影情報,
施工管理値情報?,状況説明予備?,その他?)> 
<!ELEMENT 写真ファイル情報 (シリアル番号,写真ファイル名,写真ファイル
日本語名?,メディア番号,写真MIME,写真ファイル情報予備?)> 
 

53  
付属資料６ 写真属性情報ファイル XML記入例 
 
成果品の電子媒体に格納する写真属性情報ファイル（PHOTO.XML）の記入

例を以下に示す。  
  
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>  
<!DOCTYPE photodata SYSTEM " PHOTO02.DTD ">  
  
<photodata DTD_version="02">  

 
付属資料６ 写真属性情報ファイル XML記入例 
 
成果品の電子媒体に格納する写真属性情報ファイル（PHOTO.XML）の記入
例を以下に示す。  
  
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>  
<!DOCTYPE photodata SYSTEM " PHOTO03.DTD ">  
  
<photodata DTD_version="03"> 
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