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第１章 共通事項

１．概要

　本仕上データ交換仕様は、建築業界の今後の電子情報交換手段を円滑に

進めるためのデータ交換の方法を簡略化し、仕上表に表現されている言葉

の標準化を進めることで正確な情報伝達と建築に関わる様々な業務が効率

よく促進されることを目的とする。

２．仕上表入力フォーマット仕様

　設計事務所あるいは設計者、ゼネコン、メーカーあるいは工事関係者や

製作関係者のいずれも利用できる仕上入力情報をまとめている。

３．仕上表出力フォーマット仕様

　設計事務所、ゼネコン、メーカーのいずれも利用できる仕上出力情報を

まとめている。

４．仕上表データ交換のための標準化データ仕様

  仕上表データ交換のために必要な仕上標準化データ仕様は大きく以下に

示す２つの部分で構成されている。

・標準化データ交換のための標準用語集

・標準化データ交換のための建物種別部屋名称標準用語集

  それぞれに含まれる内容を、表１～表２に示す。

表１ 標準化データ交換のための標準用語集

１．一般項目の用語

２．床に関する用語

３．壁に関する用語

４．天井に関する用語

５．表面仕上に関する用語
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表２ 標準化データ交換のための建物種別部屋名称標準用語集

１．集合住宅

２．事務所・庁舎・商業施設

３．ホテル・保養・研修施設

４．図書館

５．文化施設・劇場・ホール

６．病院・福祉施設

７．学校（小学校、中学校）

８．学校（高校、大学）

５．仕上表データ交換用中間ファイル仕様

  データ交換の手段として、CSV 形式のデータ交換を行なう。
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第２章 仕上表入力項目と入力フォーマット仕様

１項  仕上表入力項目と入力フォーマット仕様の表について

入力項目 55 種類の仕上入力項目を示す。

入力内容 入力データの表示方法を示す。

「○」印はそれぞれの仕上種類における入力内容の表

示方法を示している。

入力データの内容は以下の３つの表示方法で示され

る。

・ 符号（略符号）

・ 文字（テキスト）

・ 数字（番号）

入力文字数 データ入力時に制限される入力最大文字数を示す。

備考 データ入力時の特別な条件等を示す。



２項　仕上表入力項目と入力フォーマット仕様

入力仕様 入力文字数
入力項目 入力内容 全角 半角 備考

符号 文字
数字

（番号）
1 区分情報 区分エリア ○ 12 24
2 使用場所 ○ 12 24
3 使用場所の階 ○ - 3
4 内装制限 ○ 9 18
5 排煙方法 ○ 4 8
6 高さ情報 床高 床高　階（仕上レベル） ○ 25 50
7 床高（仕上レベル） ○ - 3
8 床高　階（躯体レベル） ○ 25 50
9 床高（躯体レベル） ○ - 3
10 天井高 天井高 ○ - 5 カンマ付きとする
11 床情報 床防水 床防水材 ○ 13 26
12 床防水材略符号 ○ - 3
13 床下地 床下地材 ○ 13 26
14 床下地材略符号 ○ - 3
15 床下地材寸法 ○ 10 20
16 床仕上 床仕上材 ○ 13 26
17 床仕上材寸法 ○ 10 20
18 床表面仕上材 ○ 16 32
19 床表面仕上材略符号 ○ 10 20

20

その他 メーカー名
材料名
色番号
その他

○ 26 52

21 巾木情報 巾木 巾木仕上材 ○ 13 26
22 巾木仕上材寸法 ○ 10 20
23 巾木表面仕上材 ○ 16 32
24 巾木表面仕上材略符号 ○ 10 20

25

その他 メーカー名
材料名
色番号
その他

○ 26 52

26 壁情報 壁下地 壁下地材 ○ 13 26
27 壁下地材略符号 ○ - 3
28 壁下地材寸法 ○ 10 20
29 壁仕上 壁仕上材 ○ 13 26
30 壁仕上材寸法 ○ 10 20
31 壁表面仕上材 ○ 16 32
32 壁表面仕上材略符号 ○ 10 20

33

その他 メーカー名
材料名
色番号
その他

○ 26 52

34 天井情報 天井下地 天井下地材 ○ 13 26
35 天井下地材略符号 ○ 3
36 天井下地材寸法 ○ 10 20
37 天井仕上 天井仕上材 ○ 13 26
38 天井仕上材寸法 ○ 10 20
39 天井表面仕上材 ○ 16 32
40 天井表面仕上材略符号 ○ 10 20

41

その他 メーカー名
材料名
色番号
その他

○ 26 52

42 廻り縁 廻り縁材 廻り縁材 ○ 13 26
43 廻り縁略符号 ○ 3
44 備考 ○ 100 200

[付録5-8]-5



第３章　仕上表出力項目と出力フォーマット仕様

１項　仕上表出力項目と出力フォーマット仕様の表について

出力項目
55項目の仕上出力項目を示す。
うち網掛け部分は出力対象に含まないことを示す。

出力内容

出力データの表示方法を示す。
「○」印はそれぞれの出力項目における出力内容の表示方法を示し
ている。
出力データの内容は下記の３つの表示方法で示される。
・ 符号（略符号）
・ 文字（テキスト）
・ 数字（番号）

出力文字数 データ投入時に制限される出力文字数を示す。

備考 データ出力時の特別な条件等を示す。
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２項　仕上表出力項目と出力フォーマット仕様
（網掛け部分は出力対象に含まない）

出力仕様 出力文字数

出力項目 出力内容 全角 半角 備考

符号 文字
数字

（番号）

1 区分情報 区分エリア ○ 12 24

2 使用場所 ○ 12 24

3 使用場所の階 ○ - 3

4 内装制限 ○ 9 18

5 排煙方法 ○ 4 8

6 高さ情報 床高 床高　階（仕上レベル） ○ 25 50

7 床高（仕上レベル） ○ - 3

8 床高　階（躯体レベル） ○ 25 50

9 床高（躯体レベル） ○ - 3

10 天井高 天井高 ○ - 5 カンマ付きとする

11 床情報 床防水 床防水材 ○ 13 26

12 床防水材略符号 ○ - 3

13 床下地 床下地材 ○ 13 26

14 床下地材略符号 ○ - 3

15 床下地材寸法 ○ 10 20

16 床仕上 床仕上材 ○ 13 26

17 床仕上材寸法 ○ 10 20

18 床表面仕上材 ○ 16 32

19 床表面仕上材略符号 ○ 10 20

20

その他 メーカー名
材料名
色番号
その他

○ 26 52

21 巾木情報 巾木 巾木仕上材 ○ 13 26

22 巾木仕上材寸法 ○ 10 20

23 巾木表面仕上材 ○ 16 32

24 巾木表面仕上材略符号 ○ 10 20

25

その他 メーカー名
材料名
色番号
その他

○ 26 52

26 壁情報 壁下地 壁下地材 ○ 13 26

27 壁下地材略符号 ○ - 3

28 壁下地材寸法 ○ 10 20

29 壁仕上 壁仕上材 ○ 13 26

30 壁仕上材寸法 ○ 10 20

31 壁表面仕上材 ○ 16 32

32 壁表面仕上材略符号 ○ 10 20

33

その他 メーカー名
材料名
色番号
その他

○ 26 52

34 天井情報 天井下地 天井下地材 ○ 13 26

35 天井下地材略符号 ○ 3

36 天井下地材寸法 ○ 10 20

37 天井仕上 天井仕上材 ○ 13 26

38 天井仕上材寸法 ○ 10 20

39 天井表面仕上材 ○ 16 32

40 天井表面仕上材略符号 ○ 10 20

41

その他 メーカー名
材料名
色番号
その他

○ 26 52

42 廻り縁 廻り縁材 廻り縁材 ○ 13 26

43 廻り縁略符号 ○ 3

44 備考 ○ 100 200
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３項 仕上表出力フォーム
１．出力フォームの仕様
  出力フォーム仕様を下表に示す。

出力サイズ Ａ３横形

文字の大きさ 8ポイント

１ペ－ジ当たりの表記数 １０段

表記内容 出力フォーム参照
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２．仕上表出力フォーム

１．出力項目
床 床 巾木 壁 天井

天井高
廻り縁

２．出力形式

数字
符号

３．出力例

2700
A

11
階

1

符号 符号

テキスト

テキスト

符号 符号

テキスト

テキスト

2FL+0

メーカー、材料、色番号等

テキスト テキスト

高層棟
手動排煙 A

階
番
号

数字 数字

区分エリア
部屋名

排煙

内装制限
仕上ﾚﾍﾞﾙ
駆体ﾚﾍﾞﾙ

メーカー、材料、色番号等

下地 表面

仕上げ

メーカー、材料、色番号等

防水 下地 表面

仕上げ

下地 表面

仕上げ

メーカー、材料、色番号等

下地 表面

仕上げ

メーカー、材料、色番号等

備考

テキスト
テキスト 符号 符号 符号 符号 符号

テキスト

テキスト
数字

テキスト テキスト テキスト
数字

DP なしC なし なし
会議室

2FL+50
不燃材 仕上げ 木製巾木 アルミ アルミ

C+M　t=50+40 なし
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第４章 仕上表データ交換のための標準化データ仕様

１項 標準化データ交換のための標準用語集

以下にに示す項目について、用語および略符号の統一を行った。

１．一般 １） 建物種別

２） 内装制限

３） 排煙方法

２．床 １） 床防水

２） 床下地

３） 床仕上

３．壁 １）巾木下地

２）巾木仕上

３）壁下地

４）壁仕上

４．天井 １） 天井下地

２） 天井仕上げ

３） 廻り縁

５．表面仕上
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１． 一般

１）建物種別

番号 建物種別

1 集合住宅

2 事務所・庁舎・商業施設

3 ホテル・保養・研修施設

4 図書館

5 文化施設・劇場・ホール

6 病院・福祉施設

7 学校（小学校、中学校）

8 学校（高校、大学）

２）内装制限

番号 内装制限

1 不燃材（下地共）

2 不燃材

3 準不燃材（下地共）

4 準不燃材

5 難燃材

３）排煙方法

番号 排煙

1 手動排煙

2 強制排煙

3 自動排煙
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２． 床

１）床防水

番号 床防水 略符号

1 アスファルト防水 Ａ

2 合成高分子系ルーフィングシート防

水

Ｓ

3 塗膜防水 Ｆ

4 セメント防水（モルタル防水） Ｍ

２）床下地

番号 床下地 略符号

1 コンクリート金ゴテ ＲＣ

2 雑コンクリート Ｃ

3 計量コンクリート金コテ ＬＣ

4 モルタル ｍ

5 モルタル金ゴテ Ｍ

6 セルフレベリング材 ＳＬ

7 ＰＣ版 ＰＣ

8 ＡＬＣ版 ＡＬＣ

9 鋼鉄床下地 Ｓ

10 フリーアクセスフロア ＦＦ

11 チェッカードプレート ＣＨ

12 木製床下地 Ｗ

13 合板 Ｂ

14 耐水合板 ＷＢ
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３）床仕上

番号 床仕上

1 仕上げ別途

2 素地のまま

3 花崗岩

4 大理石 割肌

5 大理石 のみ切り

6 大理石 びしゃん

7 大理石 小叩き

8 大理石 ジェットバーナー

9 大理石 粗磨き

10 大理石 本磨き

11 テラゾーブロック 水磨き

12 擬石ブロック のみ切り

13 擬石ブロック びしゃん

14 擬石ブロック 小叩き

15 砂岩 割肌

16 砂岩 サンドブラスト

17 玄昌石

18 伊豆石

19 陶器質タイル

20 せっ器質タイル

21 磁器質タイル

22 磁器質モザイクタイル

23 フローリングボード

24 縁甲板

25 フローリングブロック

26 モザイクパーケット

27 天然木化粧複合フローリング

28 合板

29 しな合板

30 ビニル床タイル

31 ビニル床シート

32 ゴムタイル

33 コルクタイル

34 畳敷き

35 カーペット

36 タイルカーペット

37 合成樹脂塗り床

38 エポキシ樹脂塗り床

39 防塵塗り床

40 フリーアクセスフロア

41 ＯＡフロア

３． 壁
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１）巾木下地

番号 巾木下地 略符号

1 素地 ＳＪ

2 仕上地 ＦＪ

２）巾木仕上

番号 巾木仕上

1 なし

2 床仕上げ立上げ

3 壁 同材

4 打放しコンクリート

5 化粧打放しコンクリート補修

6 モルタル金コテ

7 大理石 水磨き

8 大理石 本磨き

9 花崗岩 水磨き

10 花崗岩 本磨き

11 陶器質タイル

12 せっ器質タイル

13 磁器質タイル

14 ビニル

15 硬質ビニル

16 木製

17 畳寄せ

18 雑巾摺

19 金属 スチール

20 金属 アルミ

21 金属 ステンレス

３）壁下地

番号 壁下地 略符号

1 化粧打放しコンクリート補修 ＲＣ

2 打放コンクリート補修 ＣＭ

3 コンクリート型枠外しのまま Ｃ

4 コンクリートブロック化粧積 ＣＢ

5 モルタル ｍ

6 モルタル金ゴテ Ｍ

7 ＰＣ版 ＰＣ

8 ＡＬＣ版 ＡＬＣ

9 中空押出しセメント版 BC

10 計量鉄骨下地 ＬＧＳ

11 木下地 Ｗ

12 石こうボード直張り工法 ＧＬ
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４）壁仕上

番号 壁仕上

1 仕上げ別途

2 下地のまま

3 花崗岩

4 大理石

5 砂岩

6 テラソゾーブロック

7 擬石ブロック

8 陶器質タイル

9 せっ器質タイル

10 磁器質タイル

11 磁器質モザイクタイル

12 スチール

13 アルミ

14 ステンレス

15 塩ビ鋼板

16 しな合板

17 天然木練付け合板

18 天然木練付け合板（ＳＣ板下地）

19 ビニルクロス

20 クロス

21 塗装下地用ガラスクロス

22 化粧シート

23 グラスウール グラスクロス押え

４． 天井関連

１） 天上下地

番号 天井下地 略符号

1 コンクリート型枠外しのまま Ｃ

2 デッキプレート ＤＰ

3 軽量鉄骨下地 ＬＧＳ

4 木下地 Ｗ
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２）天井

番号 天上仕上

1 仕上げ別途

2 下地のまま

3 石こうボード

4 化粧石こうボード

5 天然木化粧石こうボード

6 無機質繊維石こうボード

7 けい酸カルシウム板

8 化粧けい酸カルシウム板

9 天然木化粧けい酸カルシウム板

10 グラスウール化粧板

11 ロックウール化粧吸音板

12 リブ付ロックウール化粧吸音板

13 スチール

14 アルミ

15 アルミパンドレル

16 アルミ格子パネル

17 ステンレス

18 塩ビ鋼板

19 塩化ビニル樹脂板

20 しな合板

21 天然木練付け合板

22 天然木練付け合板（ＳＣ板下地）

23 ビニルクロス

24 クロス

25 塗装下地用ガラスクロス

26 化粧シート

27 グラスウール グラスクロス押え

28 ロックウール吹付け

３）廻り縁

番号 廻り縁 略符号

1 なし なし

2 ビニル製 Ｖ

3 アルミ製 Ａ

4 木製 Ｗ
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５． 表面仕上

番号 仕上 表面仕上 略符号

1 石 ジェットバーナー JB

2 ジェットポリッシュ JP

3 粗磨き RP

4 水磨き HP

5 本磨き PP

6 割肌 BF

7 びしゃん BH

8 小叩き PF

9 のみ切 CH

10 はつり CF

11 サンドブラスト SB

12 金属パネル 合成樹脂調合ペイント SP

13 アクリル樹脂エナメル焼付け A-B

14 ポリウレタン樹脂エナメル焼付け U-B

15 エポキシ樹脂エナメル焼付け X-B

16 フッ素樹脂焼付け F-B

17 シルバーアルマイト色仕上げ S

18 電解着色仕上げ E

19 ヘアライン HL

20 №４仕上げ N4

21 鏡面 M

22 バフ B

23 バイブレーション V

24 エンボス EM

25 エッチング ET

26 電解発色仕上げ -E

27 塗装 素地 なし

28 油性調合ペイント OP

29 合成樹脂調合ペイント SP

30 ラッカーエナメル LE

31 フタル酸エナメル FE

32 塩化ビニル樹脂エナメル VE

33 アクリル樹脂エナメル AE

34 ポリウレタン樹脂エナメル UE

35 エポキシ樹脂エナメル XE

36 塩化ゴム系エナメル CR

37 タールエポキシ樹脂 TX

38 フッ素樹脂 F

39 カシュー樹脂エナメル CE

40 クリアラッカー LC

41 合成樹脂エマルジョンペイント EP

42 多彩模型塗料 MP
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43 合成樹脂エマルジョン模様塗装 EMP

44 ２液性ポリウレタンクリア UC

45 オイル塗りワックス拭き OF
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２項  標準化データ交換のための建物種別部屋名称標準化データ仕様

仕上表作成時に頻繁に利用される部屋名称の標準化を行い、以下に示す建物

種別毎に分類し整理を行った。

１．集合住宅

２．事務所・庁舎・商業施設

３．ホテル・保養・研修施設

４．図書館

５．文化施設・劇場・ホール

６．病院・福祉施設

７．学校（小学校、中学校）

８．学校（高校、大学）
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１．集合住宅

共通 か 自動販売機コーナー

1 階段室 事務室

2 階　段 車　路

3 管理室 斜　路

4 管理人室 シャワー室

5 機械式２段駐車装置 住居部ＥＰＳ

6 機械室 収納庫

7 喫煙コーナー 守衛室

8 キッチン 宿直室

9 客　間 受水槽

（ キャノピー 受水槽室

） 休憩室 受水槽ポンプ室

給排気塔 準備室

空調機械室 畳

あ クーリングタワー置場 消火水槽

アトリウム 車　寄 食事室

アルコーブ クローゼット 食　堂

ＥＳ 警備室 食品庫

ＥＰＳ ゲストルーム 女子便所

居　間 下足室 人荷用エレベータ

ウォークインクロゼット 玄　関 寝　室

受　付 玄関ホール スロープ

エスカレータ 研修室 清掃員控室

ＭＤＦ室 更衣室 前室

ＥＬＶ 公開空地 洗濯機置場

エレベータ 個　室 洗濯室

ＥＬＶ機械室 ゴミ処理室 前面道路

ＥＬＶシャフト ゴミ処理倉庫 洗面室

ＥＬＶホール 警備室 倉　庫

ＥＬＶ機械室

ＥＬＶピット

ＥＬＶホール さ た

エントランス サービスヤード 台　所

エントランスホール 作業室 ダイニング

応接室 雑排水槽 ダイニングキッチン

屋外階段 サブエレベータ 脱衣室

屋上 サブエントランス ダムウェータ

押　入 ＣＶＣＦ室 男子便所

自家発電機室 談話室

室 蓄電池室
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中央監視室 プロムナード ロビー

駐車場 ベッドルーム 和　室

駐車場管理室 ペデストリアンデッキ 和室６畳

駐車場整備員控室 ベランダ 渡り廊下

中水設備室 便　所

厨　房 ＷＣ

通用口 便所（男）

ＤＳ 便所（女）

出入口（一般） 防災センター

テラス ホール

電気室 ホワイエ

電源室 ポンプ室

道路境界線

特別避難階段

床の間 ま

トレーニングルーム ＭＢ

ドレスルーム メンテ要員室

トレンチ 物　入

な や

中　庭 郵便受

熱源機械室 ユニットバス

湯沸室

洋　室

は 洋　間

売　店 浴　室

売店倉庫 予備室

バスルーム

バッテリー室

パントリー ら・わ

ＰＳ ラウンジ

控　室 リネン室

非常用ＥＬＶ リビングルーム

ピット 寮　室

避難階段 隣地境界線

ファンルーム レストラン

風除室 廊　下

プール ロータリー

附　室 ロッカー室
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２．事務所・庁舎・商業施設

共通 エントランス 局長室

1 応接室 金庫室

2 屋外階段 空調機械室

3 屋上 クーリングタワー置場

4 オフィス クーリングテワー置場

5 区長室

6 区民ホール

7 か 車寄

8 会議室 警備室

9 会計課 研究室

大 階段室 研修室

中 家庭奉仕員室 県民ホール

小 仮眠室 更衣室

（ 監査委員会室 公開空地

） 監査委員事務局 公害機械室

（男） 監査事務室 公害実験室

（女） 監視室 厚生室

男子 管理室 講堂

女子 議員図書室 広報資料室

議員控室 広報室

議会応接室 戸籍書庫

あ 機械式２段駐車装置 固定資産評価員室

アトリウム 機械室 コピー室

暗室 議会事務室 ゴミ処理室

ＥＳ 議会事務局 ゴミ処理倉庫

委員会室 議会ロビー コンピュータ室

委員控室 記者席

椅子収納庫 記者室

医務室 議場 さ

印刷室 喫煙コーナー サービスヤード

運転手控室 喫茶コーナー 災害対策本部室

エスカレータ 客溜り サブエレベータ

ＳＫ室 キャノピー サブエントランス

ＳＴ ギャラリー 三役控室

ＭＤＦ室 休憩室 ＣＤコーナー

ＥＬＶ 警備室 ＣＶＣＦ室

エレベータ 給排気塔 自家発電機室

ＥＬＶ機械室 教育委員会室 支所長室

ＥＬＶピット 教育長室 市長応接室

ＥＬＶホール 行政資料室 市長室
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室 設計室 電源室

実験室 設計書保管室 電算室

執行部控室 設計製図室 電算機室

指定金融期間 全員協議会室 展示コーナー

指定金融窓口 選挙管理委員会室 展望室

自動販売機コーナー 前室 電話交換機室

市民ホール 前面道路 電話交換室

市民ラウンジ 騒音測定機械室 道路境界線

市民ロビー 倉庫 特別避難階段

事務室 総合管理室 特別室

事務局長室 相談室 図書室

車路

斜路

シャワー室 た な

収入役室 大会議室 中庭

収納庫 台帳収納庫 入札室

守衛室 タイプ室 熱源機械室

宿直室 ダムウェータ

受水槽室 多目的ホール

シュレッダー室 多目的和室 は

準備室 炭酸ガスボンベ庫 売店

畳 男子便所 売店倉庫

消毒室 談話コーナー バッテリー室

情報統制室 蓄電池室 発電機室

職員休憩室 中央監視室 ハロンボンベ室

職員組合事務局 駐車場 パントリー

職員食堂 駐車場管理室 ＰＳ

食堂 駐車場整備員控室 控室

書庫 中水設備室 秘書室

女子便所 厨房 非常用ＥＬＶ

所長室 庁議室 秘書課

助役応接室 調整室 避難階段

助役室 通信屋外機置場 教育委員会面談室

人荷用エレベータ 通用口 ファンルーム

出納室 ＤＳ 福利厚生室

スロープ 出入口（一般） 附室

正・副議長応接室 出入口（玄関） 付属室

正・副議長室 テラス 部長室

清掃員控室 テレメーター室 プロムナード

清掃人室 電気室 文書庫
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文書集配室 隣地境界線

文書発送室 レストラン

ペデストリアンデッキ 廊下

便所 ロータリー

ＷＣ 録音室

防災センター ロッカー室

防災機器収納倉庫 ロビー

防災無線室 ワークスペース

放送室 和室

傍聴者ロビー 渡り廊下

傍聴席

ホール

保健指導会議室

保険指導室

ホワイエ

ポンプ室

ま

待合

待合室

待合ロビー

無線機械室

無線操作室

物入

や

薬品庫

湯沸室

用務員室

浴室

予備室

ら・わ

ラウンジ

理事者控室

理髪室

リフレッシュコーナー
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３．ホテル・保養・研修施設

共通 ＬＬ教室 空調機械室

1 ＥＬＶ クーリングタワー置場

2 エレベータ クーリングテワー置場

3 ＥＬＶピット グループ討議室

4 ＥＬＶ機械室 グループラウンジ

5 ＥＬＶホール 車寄

6 宴会場 クローク

7 宴会場入口 警備室

8 宴会場ロビー 警備室

9 演習室 玄関ホール

0 エントランスロビー 健康管理室

大 エントランス 研修室

中 応接室 研修部事務室

小 ＯＡ 研修部ワーキングルーム

（ ＯＡチャンバー 検品室

） 屋外階段 更衣室

（男） 屋上 公開空地

（女） 汚水槽 講師室

男子 講師控室

女子 講習会室

か コピー室

ガードマン控室 ゴミ置場

あ 会議室 ゴミ処理倉庫

アトリウム 階段 ゴミ処理室

ＥＳ 階段室 コンピュータ室

衣裳室 仮眠室 コンピューター室

医務室 管理室 婚礼受付

印刷室 機械式２段駐車装置

打合せ室 機械室

運転手控室 喫煙コーナー さ

映写室 着付室 サービスヤード

ＡＣ室 喫茶コーナー サイドスイート室

ＥＰＳ 客用便所 サウナ室

ＡＶ準備室 キャノピー 作業室

ＡＶスタジオ ギャラリー 雑排水槽

エスカレータ 休憩室 サブエレベータ

ＳＫ室 救護室 サブエントランス

ＳＴ 給排気塔 ＣＤコーナー

ＭＦＤ室 教材室 ＣＶＣＦ室

ＭＤＦ室 挙式場 私学団体事務室
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自家発電機室 スウィートルーム 中水設備室

室 スチームバス 厨房

自動販売機コーナー ステーション 厨房事務室

指導員ロッカー スロープ 厨房ＷＣ

支配人室 清掃員控室 厨房便所

自販機コーナー 掃除具入れ 調理室

ジム 設備機械室 ツインルーム

事務室 前室 通信屋外機置場

事務室受付 センター長室 通訳ブース

写真スタジオ 前面道路 通用口

車路 洗面所 ＤＳ

斜路 倉庫 出入口（一般）

シャワー室 総合インフォメーション 出入口

従業員食堂 総主事室 デザイン研究室

収納庫 相談コーナー デッサン室

守衛室 テナント

宿直室 テラス

宿泊室 た 電気室

宿泊室（ダブル） ダイニングルーム 電気機械室

宿泊室（ツイン） タイプ室 電気室

受水槽室 大ホール客席 電源室

受水槽置場 大ホールステージ 電算室

主任主事室 大ホールロビー 展示コーナー

準備室 大浴場 店舗

畳 脱衣室 電話交換機室

身障者用便所 脱衣室踏込 電話交換室

小研修室 ダブルルーム 電話コーナー

情報センター ダムウェータ 道路境界線

職員休憩室 炭酸ガスボンベ庫 読書コーナー

食堂 男子便所 特別研修室

食品庫 男子トイレ 特別食堂

書庫 暖房 特別避難階段

女子便所 蓄電池室 床の間

女子トイレ チャペル 図書・資料室

ショッピングアーケード 中央監視室 留袖着付室

人荷用エレベータ 厨介処理室 ドライルーム

シングルルーム 中研修室 トレーニングルーム

神殿 駐車場 トレンチ

新婦着付室 駐車場整備員控室

新郎着付室 駐車場管理室
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な ヘルプロッカー室 録音室

中庭 便所 ロッカー室

熱源機械室 ＷＣ 露天風呂

ＷＣ（女） ロビー

ＷＣ（男） 和室

は 防災センター 和食堂

バー ホール 渡り廊下

パーラー 牧師控室

パーラー用トイレ 保健室

売店 ホワイエ

売店倉庫 ポンプ室

バゲッジルーム

バックスペース

発送センター ま

バッテリー室 待合

発電機室 ミーティングルーム

花屋 暝想室

花嫁着付室 メインダイニング

ハロンボンベ室 メインロビー

パントリー メンイバー

搬入口 物入

ＰＳ

ＰＳ用配管スラブ

控室 や

非常用ＥＬＶ 湯沸室

避難階段 浴室

美容室 浴室（男）

美容室便所 浴室（女）

広縁 予備室

ファンルーム

風除室

プール ら・わ

プールサイド ラウンジ

附室 ラケットボールコート

ブライダルコーナー ランドリー室

プロムナード リネン室

フロント 隣地境界線

フロント事務室 レストラン

ベッドルーム 廊下

ペデストリアンデッキ ロータリー
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４．図書館

共通 ＥＬＶピット 警備室

1 エレベーターホール 研究個室

2 ＥＬＶホール 研修室

3 エントランス 更衣室

4 エントランスホール 公開空地

5 応接室 コピー室

6 屋外階段 ゴミ置場

7 屋上 ゴミ処理室

8 お話室 ゴミ処理倉庫

9 音楽スタジオ コンピュータ研修室

大 コンピュータ室

中

小 か

（ 会議室 さ

） 階段室 サービスヤード

（男） 階段 作業員室

（女） カウンター 雑誌コーナー

男子 貸出作業室 サブエレベーター

女子 風除室 サブエレベータ

カフェテラス サブエントランス

カフェテリア職員室 サロンコーナー

あ 観察室 ＣＤコーナー

アトリウム 館長室 ＣＶＣＦ室

アナウンスブース 管理室 自家発電機室

暗室 機械室 自家発室

ＥＳ 機械式２段駐車装置 室

ＥＰＳ 喫煙コーナー 児童図書室

印刷室 喫茶コーナー 自動販売機コーナー

インフォメーションスクエアー キャノピー 事務室

運転手控室 休憩室 斜路

ＡＶ資料作成室 救護室 車路

ＡＶブースコーナー 給湯室 シャワールーム

エスカレータ 給排気塔 シャワー室

ＳＫ室 教育研究室 集会室

ＳＴ 教育相談所員室 収蔵庫

閲覧コーナー 教育図書室 収納庫

ＭＤＦ室 空調機械室 守衛室

ＥＬＶ クーリングタワー置場 宿直室

エレベータ グループ読書室 受水槽

ＥＬＶ機械室 車寄 受水槽室
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授乳室 厨房 プレイルｰム

巡回路 調整室 プロムナード

準備室 聴力検査室 ヘッダー室

畳 治療用具収納室 ペデストリアンデッキ

障害者サービス室 通用口 便所

小研修室 ＤＳ ＷＣ

食堂 出入口（一般） 防災センター

書庫 テラス ホール

女子便所 電気室 保存書庫

所長室 電源室 ポピュラーライブラリー

人荷用エレベータ 電算室 ボランティア室

新刊本こーなー 電話交換機室 ホワイエ

身障者用便所 電話交換室 ポンプ室

新聞閲覧席 陶芸室

スタッフラウンジ 道路境界線

スロープ 特別避難階段 ま

清掃員控室 ミニホール

製版室 メディアパレス

前室 な 物入

前面道路 中庭

造形スタジオ 荷解室

倉庫 熱源機械室 や

相談室 湯沸室

幼児コーナー

は 浴室

た 売店 予備室

体験実習室 売店倉庫

大研修室 バッテリー室

対面朗読室 発電機室 ら・わ

ダムウェータ ハロンボンベ室 ラウンジ

多目的スタジオ パントリー 隣地境界線

炭酸ガスボンベ庫 ＰＳ レコードライブラリー

男子便所 控室 レストラン

蓄電池室 非常用ＥＬＶ レファレンスライブラリー

中央監視室 避難階段 廊下

中研修室 ファンルーム ロータリー

駐車場 附室 録音室

駐車場管理室 ブックポスト室 ロッカー室

駐車場整備員控室 物品収納室 ロビー

中水設備室 ブラウジング 和室研修室
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和室

渡り廊下
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５．文化会館・劇場・ホール

共通 ＥＶ 客席

1 ＥＶ機械室 キャットウォーク

2 ＥＶホール キャノピー

3 ＥＬＶ機械室 休憩室

4 ＥＬＶピット 給排気塔

5 ＥＬＶホール 教室

6 演台 局長室

7 演台袖 空調機械室

8 エントランス クーリングタワー置場

9 エントランスホール 警備室

大 エントランスロビー 車寄

中 応接室 経営部事務室

小 ＯＡ 経営部長室

（ 大道具置場 警備室

） 屋外階段 研修室

（男） 屋上 更衣室

（女） オペレーター室 更衣室（男）

男子 音響調整室 更衣室（女）

女子 音調室 公開空地

高架水槽

講義室

あ か 広報室

アトリウム 会議室 広報資料室

アリーナ 階段室 コピー室

暗室 階段 ゴミ処理室

ＥＳ 楽屋 ゴミ処理倉庫

ＥＰＳ 楽屋事務室 コンピュータ室

イベントモール 風除室

医務室 楽器倉庫

印刷室 監査室 さ

受付 管理室 サービスヤード

受付事務室 管理事務室 サービスセンター

運転手控室 管理通路 サイド投光室

映写室 機械式２段駐車装置 サブエレベータ

エスカレータ 機械室 サブアリーナ

ＳＫ室 企画室 サブエントランス

ＳＴ 喫煙コーナー ＣＤコーナー

ＭＤＦ室 喫茶コーナー ＣＶＣＦ室

ＥＬＶ 喫茶室 シーリングスポット室

エレベータ 喫茶室厨房 自家発電機室
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自家発電室 倉庫 電算室

事業部事務室 倉庫 展示室

事業部長室 総務部事務室 展示コーナー

室 総務部長室 電話交換機室

自動販売機コーナー 電話交換室

市民ロビー 投光室

事務室 た 道路境界線

車路 大会議室 特別避難階段

斜路 大楽屋 特別応接室

シャワー室 大研修室 特別会議室

シャワー室（男） 大ホール 図書室

シャワー室（女） ダムウェータ トレンチ

収納庫 炭酸ガスボンベ庫

守衛室 男子便所

宿直室 蓄電池室 な

受水槽室 中央監視室 中庭

主舞台 中央管理室 荷捌室

準備室 中会議室 荷解室

畳 中楽屋 熱源機械室

小会議室 中継室

小楽屋 駐車場

消火水槽 駐車場管理室 は

消火ポンプ室 駐車場整備員控室 売店

焼却炉置場 中水設備室 売店倉庫

小ホール 厨房 バック通路

照明調整室 厨房事務室 バッテリー室

食堂 中ホール 発電機室

車庫 調光機械室 バルコニー

書庫 調光室 ハロンボンベ室

女子便所 調整室 パントリー

人荷用エレベータ 調理室 搬入口

身障者便所 通信屋外機置場 ピアノ庫

身障者ＷＣ 通用口 ＰＳ

スタンド 通路 控室

スロープ ＤＳ 控室（小）

清掃員控室 出入口（一般） 控室（大）

清掃員事務室 出入口（玄関） 控室（中）

前室 テラス 非常用ＥＬＶ

センタースポット室 電気室 避難階段

前面道路 電源室 ピンスポット室
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ファンルーム 料理実習室

風除室 隣地境界線

附室 レストラン

舞台 練習室

舞台倉庫 連絡通路

ブリッジ 連絡廊下

プロムナード 廊下

文書室 ロータリー

文書整理室 ロールバック収納庫

ペデストリアンデッキ ロッカー室

便所 ロッカー室（男）

ＷＣ ロッカー室（女）

便所（男） ロビー

便所（女） 脇舞台

ＷＣ（男） 脇廊下

ＷＣ（女） 和室

防災センター 和室　10畳

ホール 和室　８畳

保健室 和室　押入

ホワイエ 和室　広縁

ポンプ室 和室　水屋

和室　物置

和室　踏込

ま 渡り廊下

物入 D SP

物置 D EL

C O LO R

や

湯沸室

幼児室

浴室

予備室

ら・わ

ラウンジ

リターンチャンバー

リハーサル室

理髪室
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６．病院・福祉施設

共通 あ ＳＷ

1 ＲＩ管理室 ＳＷ脱衣室

2 ＲＩ準備室 ＳＴ

3 ＲＩ処置回復室 Ｘ線室

4 ＩＣＵ Ｘ線待合

5 アトリウム Ｘ線更衣室

6 アリーナ Ｘ線ＣＴ

7 アリーナ上部 Ｘ線ＷＣ

8 暗室 Ｘ線ＴＶ

9 アンギオ ＮＩＣＵ

大 ＥＳ ＮＳ

中 ＥＰＳ ＮＳ休憩室

小 医局 ＭＲＩ撮影室

（ 医師仮眠室 ＭＥセンター

） 医師更衣室 ＭＤＦ室

（男） 医事室 ＥＬＶ

（女） 医事相談室 エレベータ

男子 委託職員控室 ＥＬＶシャフト

女子 位置決め室 ＥＬＶホール

（眼科） １床室 ＥＬＶ機械室

（共通） 一般撮影室 ＥＬＶピット

（外科） 一般撮影室（骨） ＥＬＶホール

（産婦人） 一般撮影室（胸） エントランス

（歯科） 一般撮影室（断層撮影） エントランスホール

（耳鼻） 医用ＥＬＶホール 応接室

（耳鼻咽喉科） 医療ガス室 オートクレープ室

（手術） 印刷室 屋外階段

（小児） 院長室 屋上

（小児科） 受付 屋上設備機器置場

（整形） 運転手控室 屋上出入口

（整形外科） 運動療法室 汚染検査　除去

（内科） 映写室 汚染検査室

（脳外科） ＨＣＵ 汚物室

（泌尿） 栄養指導室 汚物処理室

（泌尿器科） ＡＤＬコーナー

（皮膚） ＡＢＲ

（皮膚科） ＡＶコーナー か

エコー室 カート洗浄室

エスカレータ 会議室

ＳＫ室 会計室
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回収廊下 キャノピー 検体検査室

階段室 救急処置室 顕微鏡室

階段Ａ 救急前室 高圧実験室

階段Ｂ 休憩室 更衣室

解剖室 給排気塔 更衣・休憩

外来受付 休養室 公開空地

外来休憩室 教員室 光学室

外来更衣室 教室 光学実験室

外来食堂 教務室 講義室

外来待合室 教養室 工作室

学生更衣室 局長室 工作実験室

ガス抜室 緊急滅菌室 講師室

風除室 空調機械室 講堂

家族控室 クーリングタワー置場 交付室

仮眠室 組合 コピー室

看護事務室 クリーンリネン室 ゴミ処理室

看護婦当直室 車寄 ゴミ置場

乾性製剤室 車イスＷＣ ゴミ置き場

乾燥機室 車イス置場 ゴミ処理倉庫

館長室 車イス前室 コンピュータ室

カンファ 車椅子前室

管理室 車イス便所

機械式２段駐車装置 車椅子便所 さ

機械室 訓練室 サービスヤード

警備室 計器室 細菌室

技工室 計器器具 細菌検査室

器材室 警備室 採尿　ＷＣ

機材室 化粧室 材料室

技師室 血管機械室 作業室

技師作業室 血管造形室 作業療法室

既消毒室 結石波砕室 サブエレベータ

基礎実験室 結石抜粋室 サブエントランス

基礎準備室 玄関 ３床室

喫煙コーナー 研究室 ＣＲコーナー

喫煙コーナー 滅菌室 ＣＲ読影コーナー

喫茶コーナー 言語治療室 ＣＷＣ（車いすＷＣ）

喫茶談話室 検査室 ＣＤコーナー

機能回復訓練室 検収室 ＣＤコーナー

ギプス 研修スペース ＣＤ機械室

ギブス室 研修室 ＣＰＵ室
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ＣＰＵ操作室 女子ロッカー

ＣＶＣＦ室 処置室

ＣＶＳ機械室 食器消毒室 た

ＣＵコーナー 人荷用エレベータ ダーティリネン室

自家発電機室 人工透析室 退院口

自家発室 診察室 体外計測室

時間外診源室 診察処置室 大浴場

下処理室 身障者便所 脱衣室

室 新生児室 ＷＣ・ＳＷ

自動販売機コーナー 陣痛室 ＷＣ（男）

指導室 心電室 ＷＣ（女）

事務室 診療処置室 ダムウェータ

事務長室 スタッフ室 多目的会議室

事務当直室 スタッフ・ＤＩ 炭酸ガスボンベ庫

車庫 スロープ 男子更衣室

車路 清潔ホール 男子便所

斜路 製剤室 男子ロッカー

シャワー室 清拭室 地域医療室

集会室 清掃員控室 蓄電池室

収納庫 生理検査受付 中央監視室

守衛室 生理検査室 中央機材室

宿直室 生理検査待合室 中央材料室

手術室 生理倉庫 中央注射室

手術ホール 前室 駐車場

受水槽室 洗浄室 駐車場管理室

授乳室 洗浄・組立 駐車場整備員控室

準備室 洗浄コーナー 中水設備室

準備・沐浴 洗濯機室 厨房

畳 洗濯室 厨房（喫茶）

消化ポンプ室 洗瓶室 厨房事務室

消毒室 前面道路 厨房便所

小児　採血　相談室 洗面室 調剤室

上部 洗面　洗濯室 調乳室

職員食堂 洗面コーナー 貯蔵室

職員便所 倉庫 治療室

食堂 操作室 通用口

食品庫 操作廊下 手洗室

書庫 相談コーナー 手洗いコーナー

女子便所 総婦長室 ＤＳ

女子更衣室 組織検査 ＤＩスタッフ室
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デイスペース 内視鏡前室 負荷心電室

デイスペース食堂 内視鏡ＷＣ 副院長室

デイスポーツ室 内診室 附室

デイライト読影コーナー 中庭 婦長室

出入口（一般） 中待 物品管理センター

ディルーム 中待合 物品庫

テラス ２床室 踏込

ＴＥＬコーナー 人間ドック診察室 プレイコーナー

電気室 人間ドック相談室 プレイルーム

電源室 熱源機械室 プロムナード

電算室 脳波室 分娩室

電算機室 乗換ホール 平衡機能室

展望ラウンジ ベット交換

電話コーナー ベット消毒室

電話交換機室 は ペデストリアンデッキ

電話交換室 廃棄室 便所

透析機械室 廃棄物保管室 ＷＣ

透析待合室 配膳コーナー 便所（男）

当直室 配膳室 便所（女）

道路境界線 配膳車室 ボイラー室

読影室 売店 防音シールド室

特殊撮影室 売店倉庫 膀胱鏡室

特殊浴槽 履替準備室 防災センター

特診室 白衣室 放送室

特別避難階段 バッテリー室 ホール

特床室 発電機室 保健室

特浴室 払出室 ホワイエ

図書研究室 ハロンボンベ室 ポンプ室

図書室 搬送室

図書事務室 パントリー

図書準備室 ＰＳ ま

トレーニングルーム測定室 控室 前庭機能室

非常用ＥＬＶ 麻酔医室

泌尿器撮影室 待合ホール

な 避難階段 待合室

ナース休憩室 標本室 マニホールド

ナース更衣室 病理検査室 水治療室

ナースステーション 病理倉庫 無響室

ナースロッカー室 病歴室 無菌室

内視鏡室 ファンルーム 面接室
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面談室

木浴室

沐浴指導室

物入

や

薬品管理室

薬品庫

薬品室

薬局待合室

ＵＢ

湯沸室

浴室

予備室

４床室

ら・わ

ラウンジ

ランニングコース

理学療法室

リニアック

リネン室

リネン作業室

理容室

臨床検査室

隣地境界線

霊安室

冷蔵庫

冷凍庫

レストラン

廊下

ロータリー

６床室

ロッカー室

ロビー

和室

渡り廊下
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７．学校（小中）

共通 エントランスホール 更衣室

1 応接室 公開空地

2 オープンスペース 校長室

3 屋外階段 校　庭

4 屋上 校歴コーナー

5 押入 コピー室

6 音楽室 ゴミ処理室

7 音楽準備室 ゴミ処理倉庫

8 コンピュータ室

9

大 か

中 会議室 さ

小 会議室 サービスヤード

（ 階段室 サブエレベータ

） 階段口 サブエントランス

（男） 階段室 ＣＤコーナー

（女） 開放用器具庫 ＣＶＣＦ室

男子 風除室 自家発電機室

女子 学校用倉庫 視聴覚室

家庭科室 室

家庭科準備室 自動販売機コーナー

あ 管理室 事務室

アトリウム 機械式２段駐車装置 事務室

アリーナ 機械室 社会科室

暗室 器具庫 社会科準備室

ＥＳ 喫煙コーナー 車路

一般教室 喫茶コーナー 斜路

印刷室 キャノピー シャワー室

運転手控室 ギャラリー 収納庫

栄養士室 休憩室 守衛室

エスカレータ 休憩室 宿直室

ＳＫ室 給食室 主事室

ＳＴ 給排気塔 受水槽室

ＭＤＦ室 教育相談室 準備室

ＥＬＶ 教室 準備室

エレベータ 空調機械室 畳

ＥＬＶ機械室 クーリングタワー置場 昇降口

ＥＬＶピット 車寄 職員室

ＥＬＶホール 警備室 職員用

エントランス 研修室 食堂
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食品庫 電源室 便所

書庫 電算室 防災センター

女子便所 電話交換機室 放送室

人荷用エレベータ 電話交換室 ホール

図工室 陶芸室 保健室

図工準備室 道路境界線 ホワイエ

図工陶芸室 特別避難階段 ポンプ室

スタジオ 床の間

ステージ 図書コーナー

スロープ 図書室 ま

清掃員控室 トラック ミーティングルーム

前室 水屋

前室 メディアルーム

前面道路 な 物入

倉庫 中庭

熱源機械室

や

た 湯沸室

体育館 は 浴室

脱衣室 売店 予備室

ダムウェータ 売店倉庫 予備室

他目的ホール バッテリー室

炭酸ガスボンベ庫 発電機室

男子便所 ハロンボンベ室 ら・わ

蓄電池室 パントリー ラウンジ

中央監視室 ＰＳ ラウンジ

駐車場 控室 ランチルーム

駐車場管理室 非常用ＥＬＶ 理科室

駐車場整備員控室 備蓄倉庫 理科準備室

中水設備室 避難階段 リハーサル室

厨房 広縁 隣地境界線

厨房 ファンルーム レストラン

厨房廊下 ファンルーム 廊下

調整室 プール ロータリー

通用口 附室 ロッカー室

ＤＳ 踏込 ロビー

出入口（一般） プロムナード ワープロ印刷室

ディルーム ペデストリアンデッキ 和室

テラス 便所 渡り廊下

電気室 ＷＣ
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８．学校（高大）

共通 ＥＳ 休憩室

1 印刷室 給排気塔

2 運転手控室 教員個室

3 英会話教室 教員室

4 映写室 教室

5 ＡＶコーナー 教務室

6 エスカレータ 空調機械室

7 ＳＫ室 クーリングタワー置場

8 ＳＴ グループ自習室

9 ＭＤＦ室 警備室

大 ＥＬＶ 車椅子前室

中 エレベータ 車椅子便所

小 ＥＬＶ機械室 計器室

（ ＥＬＶピット 警備室

） ＥＬＶホール 研究室

（女） エントランス 研修室

（男） 応接室 検収室

女子 屋外階段 剣道場

男子 屋上 高圧実験室

第 更衣室

英語 公開空地

音楽 か 光学室

家庭 会議室 光学実験室

国語 階段室 講義室

社会 学生談話室 工作室

数学 学生閲覧室 工作実験室

生物地学 学生食堂 講師室

電気 学生用機器分析室 校長室

電子 館長室 コピー室

美術 管理室 ゴミ処理室

物理 機械式２段駐車装置 ゴミ処理倉庫

保健 機械室 コンピュータ室

科 器具庫

器材室

基礎実験室 さ

あ 基礎準備室 サービスヤード

アトリウム 喫煙コーナー 作業室

アリーナ 喫茶コーナー サブエレベータ

アリーナ上部 喫茶談話室 サブエントランス

暗室 キャノピー ＣＤコーナー
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ＣＶＣＦ室 前室 特別避難階段

自家発電機室 前面道路 特別会議室

システム実習室 倉庫 図書委員会室

視聴覚室 相談コーナー 図書館倉庫

視聴覚準備室 図書室

室 トレーニングルーム測定室

実験室 た

自動販売機コーナー 体育館

事務室 体育準備室 な

斜路 体育倉庫 中庭

車路 脱衣室 入出力室

シャワー室 卓球場 熱源機械室

集会室 ダムウェータ

柔道場 他目的講義室

収納庫 炭酸ガスボンベ庫 は

守衛室 男子便所 売店

宿直室 談話室 売店倉庫

受水槽室 蓄電池室 バッテリー室

準備室 中央監視室 発電機室

畳 駐車場 ハロンボンベ室

情報科学科 駐車場管理室 パントリー

職員食堂 駐車場整備員控室 ピアノ庫

職員便所 中水設備室 ＰＳ

食堂 厨房 控室

食品庫 調光機械室 非常用ＥＬＶ

書庫 調整室 避難階段

女子便所 通用口 ファンルーム

資料室 手洗いコーナー 附室

人荷用エレベータ ＤＳ 部室

進路指導室 出入口（一般） 踏込

進路資料室 テラス ブラウジングコーナー

スロープ 電気室 プロムナード

生活指導室 電源室 ペデストリアンデッキ

生活指導倉庫 電算室 ＷＣ

制御実験室 展示室 便所

製図室 天秤室 防災センター

製図準備室 電話交換機室 放送室

清掃員控室 電話交換室 放送ブース

責任者室 投光室 ホール

ゼミ室 道路境界線 ホワイエ
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ポンプ室

ま

無響室

メディア教室

面談室

物入

や

薬品室

湯沸室

浴室

予備室

ら・わ

ラウンジ

ランニングコース

隣地境界線

レストラン

廊下

ロータリー

ロッカー室

ロビー

和室

渡り廊下
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第５章 仕上表データ交換用中間ファイルの仕様

１項 中間ファイルについて

　中間ファイルの入出力は「C SV」形式を利用し、業界相互のデータ交換を行

なうものとする。以下に示すデータ構造に従ってデータを記述することによりデ

ータの交換が可能となる。

C SV 形式（C om m a Separated V alue form at）のファイル形式は、データベー

ス・ソフトや表計算ソフトのデータをテキスト・ファイルとして保存する場合の形

式の一つである。ほとんどのデータベースや表計算ソフトがこの形式のファイル

を読み書きすることができるようになっている。

データベースの場合には１件が１行に収められ、１行の中では各項目のデー

タをカンマ（,）で区切る。C SV ファイルはテキスト形式のためワープロやエディタ

ーを利用して書き換えることもできる。

２項　物理ファイル仕様について

１．中間ファイル

仕上データをＣＳＶ形式のカンマ区切りによって羅列し、仕上項目をコード

型、数字型、文字型、メモ型のそれぞれの形式で格納する。

２．データ形式

¨ コード型 ：仕上用語および略符号をコードとする。３桁の番号で構成する。

使用場所については６桁とし、以下のコード体系で記述する。

¨ 

０１０００１ A　建物種別コード
B　行コード
C　室名コードA　B　 C

¨ 整数値型 ：数値のみを整数値として入力する。

¨ 文字型 ：最大５０文字までのテキストを入力する。

¨ メモ型 ：無制限にテキストを入力する。
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３項 仕上表データ交換用中間ファイル仕様

データ項目 データ形式

1 区分エリア 文字型

2 場所 コード型

3 内装制限 コード型

4 排煙 コード型

5 床高・仕上レベル 文字型

6 床高・躯体レベル 文字型

7 床高・天井高 整数値型

8 床防水 コード型

9 床下地 コード型

10 床下地１ コード型

11 床下地２ コード型

12 床下地・略符号 文字型

13 床下地・寸法 文字型

14 床仕上 コード型

15 床仕上名称 文字型

16 床仕上・寸法 文字型

17 床表面１ コード型

18 床表面２ コード型

19 床表面・略符号 文字型

20 床表面・材料 文字型

21 巾木下地 コード型

22 巾木下地１ コード型

23 巾木下地２ コード型

24 巾木下地・略符号 文字型

25 巾木下地・寸法 文字型

26 巾木仕上 コード型

27 巾木仕上名称 文字型

28 巾木仕上・寸法 文字型

29 巾木表面１ コード型

30 巾木表面２ コード型

31 巾木表面・略符号 文字型

32 巾木・材料 文字型

33 壁下地 コード型

34 壁下地１ コード型

35 壁下地２ コード型

36 壁下地・略符号 文字型

37 壁下地・寸法 文字型

38 壁仕上 コード型

39 壁仕上名称 文字型

40 壁仕上・寸法 文字型
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41 壁表面１ コード型

42 壁表面２ コード型

43 壁表面・略符号 文字型

44 壁表面・材料 文字型

45 天井下地 コード型

46 天井下地１ コード型

47 天井下地２ コード型

48 天井下地・略符号 文字型

49 天井下地・寸法 文字型

50 天井仕上 コード型

51 天井仕上名称 文字型

52 天井仕上・寸法 文字型

53 天井表面１ コード型

54 天井表面２ コード型

55 天井表面・略符号 文字型

56 天井表面・材料 文字型

57 廻り縁 コード型

58 備考 メモ型

59 ファイルタイプ 整数値型

60 使用場所・階 文字型

61 床高・仕上レベル２ 文字型

62 床高・躯体レベル２ 文字型
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