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     「STEPの活動について」  
－CADデータ交換標準SXFとISOの関係
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建設CALS/ECアクションプログラム（V2）     

設計・積算段階： CADデータからの自動積算の実現 

入札契約段階： 電子調達システムの実現 

数量計算書の電子化と積算システムへのデータ提供 

業務成果物の電子納品 

クリアリングハウスの開発・運用 

電子入札システムの開発・運用 

競争参加資格確認申請のオンライン化 

ＥＤＩによる契約事務の執行 

数量計算書様式の標準化 

積算用資材コードの標準化 

資材単価のオンライン公表 

管理用データ（メタデータ）の定義 

電子納品要領（案）の策定 

都道府県・関係機関への周知・協力要請 

ＤＭ仕様案、地質調査資料整理要領（案）の策定・改訂 

ＣＡＤ製図基準（案）の作成 

電子納品用ＣＡＤ中間フォーマット（ 2Ｄ→３Ｄ ）の策定 

共通仕様書・各種規定等関連制度の改定作業 

自動数量拾い出しシステムの整備 

1999/03/29：正規運用開始 

2001/04/01：電子納品実施 

2000/04/01：実施 

2001/04/01：本格運用開始 

2004/04/01：全直轄事業導入 

1999/01/04：定期受付実施（工事） 
2003/01/01：定期受付実施（他） 
2002/04/01：実施 
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データ交換 

タイプ A 

特定システム統一型 

２・ 
N ( N-1 ) 
２ 

２・N 

中間ファイル 

標準的概念モデル 

タイプ B 

 固有システム乱立型 

タイプ C 

固有システム統合型 
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CADデータ交換標準開発コンソーシアム（SCADEC） 

ＣＡＬＳ／ＥＣ（業務成果物の電子納品：2001／4～対応） 

課題： 多端末問題 ・ DXF問題 ・ 意味の欠落 

CADデータ交換標準開発 

基本方針 

  実状に即したCADデータの選定： 2次元CADを対象 

  国際標準に則した仕様： ISO/STEP（ISO10303） 

     AP201（明示的な製図）/AP203（３次元モデル及び製品構成管理） 

     AP202（関連付けのある製図） 

  段階的開発の実施：開発レベルの設定 （レベル１、２ → ３、４）  

SXF＋対応ツール作成（共通ライブラリ、検定ソフト、ブラウザ） 

多種多様なCADシステムの利用 
公共調達：特定メーカー依存の交換形式（DXF/DWG等）不可 
建設事業では、依然、紙図面によりデータ交換 
形状情報からの積算・メンテの基礎情報入手の要請 
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STEP/AP202の採用 

国際標準であり、公共事業）として採用しやすい 

既にIS（国際規格）化され、長期的に利用出来る 

    （不変性が担保されている） 

２次元図面データの交換プロジェクトが他国に存在
する（ドイツ自動車工業界） 

製図表現のためのサブセットが提供されている 

STandard for the Eｘchange of Product model data 
Application Protocol 202  

AP202（Associative Draughting：関連付けのある製図) 

   機械･AEC向けの交換図面を表現する構造 

    ２D・３Dの製品形状を表現する構造 

    図面・図面シート・図面ビューの階層構造 

    図面に描かれた要素のグループ化の機構 

    製品形状モデルの７つのクラスの規定 
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2500 

開発レベル（例えば寸法線の場合） 

レベル１ ・直線 

・矢印 

・テキスト 

 の群 2500 

レベル２ 線分A-Bの 

寸法線 
A B 

2500 

レベル３ 四角（窓）
という形状

の横幅 

2500 

レベル４ 窓を構成する

要素としての
寸法 

（その他、材料
等の情報） 

寸法 

ガラス 

寸法、八ッチング、シンボル、 

用紙空間表記、複数の複合図形 

ユーザー定義線種、スプライン...． 

 

軸寸法、曲線寸法、サブグループ、
公差、モデル空間表記...． 

 

製品、形状モデル、承認...． 

 

矢印、文字列、用紙、幾何要素 

複合図形（部分図）１、...． 
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SXFのレベル別開発フロー 

Level 4 
オブジェクトモデル 

DM 

共通リソース 

レベル１： 

   画面（紙）上で、図面表示が正確に再現できる仕様 

Level 2 ver3.0 
＋図面管理情報、ラベル属性表現 

2002-2004 ‐ 2002 2004 ＋ 

レベル２： 

   ２次元CAD製図データが再利用性をもって交換でき、 

 電子納品における要求を満たす仕様 

レベル３： 

 レベル４の仕様策定過程で必要となる幾何部分の仕様 

レベル４： 

 AP202の製図機能だけではなく、図面に含まれる建設 

 分野特有の意味合いも属性情報として付け加え、図面 

 からの自動数量拾い、GISとの連携等が可能となる仕様 

＋拡張製図表現 

（ビュー、複雑寸法等） 

Level 3 

Level 2 ver2.0 
＋ラスター、等高線データ 

レベル４の汎用幾何機能 

          を切り出す 

＋構造化製図表現 

Level 2 
（注記表現） 

基本製図表現 

Level 1 

道路 河川 

建築 橋梁 
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SXF = .sfc 
+ .p21 

Line-feature  (例：始点（10.0,20.0）、終点（18.0、26.0）の線分) 
 
 

 
#420 = CARTESIAN-POINT(‘’,(10.0,20.0)); 
#430 = CARTESIAN-POINT(‘’,(18.0,26.0)); 
#440 = DIRECTION(‘’,(1.,0.)); 
#450 = VECTOR(‘’,#440,1.); 
#460 = CARTESIAN-POINT(‘’,(10.0,20.0)); 
#470 = LINE(‘’,#460,#450); 
#480 = TRIMMED-CURVE(‘’,#470,(#430),(#420),.T.,.CARTESIAN.); 
#490 = CURVE-STYLE(‘’,#20,#30,#10); 
#500 = PRESENTATION-STYLE-ASSIGNMENT((#490)); 
#510 = ( 
ANNOTATION-CURVE-OCCURRENCE()  
ANNOTATION-OCCURRENCE() 
DRAUGHTING-ANNOTATION-OCCURRENCE() 
GEOMETRIC-PRESENTATION-ITEM() 
REPRESENTATION-ITEM(‘’) 
STYLED-ITEM((#500),#480) 
); 

.sfc 

.p21 

(10.0, 20.0) 

(18.0, 26.0) 

/* 
 #490 = line-feature 
 (‘1’,’1’,’1’,’1’,’10.0’,’20,0’,18.’,26.0’) 
*/ 
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Dissemination Status of SXF(P21) & 
SXF(SFC) 
- Local governments  (Jun. 2007) 

SXF(SFC)

SXF(P21)
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ISO（International Organization for 

Standardization） 
 組織：非営利／国際標準策定／国際組織    

      便宜上（スイス国内法上）民間組織 

      一国一機関参加（日本：日本工業標準調査会/JISC） 

      国際連合リエゾン機関（→ILO、WTO）  

 対象：電気電子分野以外のすべての産業活動 

      電気電子分野（IEC） 

 組織：中央事務局（ジュネーブ）＋分野別委員会 

        TC (技術委員会) 

        SC (小委員会） 

        WG（作業部会） 

 手順：WD   →   CD   →   DIS   →   FDIS   →   IS 

                Working Draft    Committee Draft      Draft Int. Stand.                  International Standard  

                        < 6 month            < 2 years                                                             <  3 years    
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             WTO / TBT協定 
（世界貿易機関 / 貿易の技術的障害に関する協定） 

加盟国は、強制規格を必要とする場合において、

関連する国際規格が存在するとき、又はその仕上

がりが目前であるときは、当該国際規格又はその

関連部分を強制規格の基礎として用いる。 
 

ただし、気候上の又は地理的な基本的要因、基本

的な技術上の問題等の理由により不適当な場合は

この限りではない。 



寺井達夫／千葉工業大学 

建設技術関連国際標準策定動向 
国内対応組織：IIBH（建築・住宅国際機構）、ECOM等 

  TC10/SC8 
（建設文書化） 
   

・ISO 128-23（線種、太さ） 
・ISO 129（寸法表記）  
・ISO 4157（室・階・棟番号） 
・ISO 10209（建設図面名称） 
・ISO 13567-2（レイヤ分類原則） 
・ISO 3098（文字） 
・ISO 5455（尺度）  
・ISO 5456（投影法）  
・ISO 5457（用紙） 
・ISO 406（誤差） 
・図面メタデータ 
・図面のライフサイクルモデル 
・新世代ドキュメント 
・ 
  

TC59/SC13 
（建設作業に関する情報の組織化） 
・ISO12006-2（分類体系） 

・ISO12006-3（OO分類体系） 

TC154 
・EDIFACT 

TC184/SC4/WG3 
（製品データ表現と交換） 
・AP225（建物形状表現） 

・AP202（3D的製図） 

・AP236（家具・インテリア） 

・AP239（PLCS/製品ライフサイクル 

          支援） 
・AP241（建設一般モデル） 

その他 
・GIS 
・MPEG 
・SGML / XML 
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ISO/TC184 /SC4/T22 
 

T22:B&C ( Building and Construction ← AEC ) 

 

1 National activities 

   ドイツ：STEP-CDS （ AP214/CC4 ） 

   日本：SCADEC （ SXF：AP202/CC2 ）   

   韓国：KCALS（KOSDIC） 

2 SCADEC   → STEP-CDS 

3 FunSTEP ( AP236 )  

4 IAI ( IFC：PAS → IS ) 

5 AP225 2nd Edition 

6 Lite-STEP（ SXF（P21)＋SXF（SFC） 
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STEP（B&C）の日本における展開 
 
 STEP始動（ISO／TC184／SC4） 
 国内対策委員会（精密工学会） 
 国内対策委員会（NICOGRAPH／JSTEP）  
   機械分野（航空機・自動車）主導 
   リエゾン（日本建築学会、日本船舶標準協会、 
                              エン振協） 
 通産省IT補正予算（基盤整備） 
 C-CADEC（Part106，AP225，AP228，AP230） 
     AP225／SEDS（通り芯…） 
 建設CALS（／EC）       
 SCADEC（AP202） 
 リエゾン（＋土木学会） 
 国内対策委員会（ECOM） 
 経産省（国→業界） 
 AP225 Building elements using explicit shape representation 

JIS化 
 

 
1984 
1985 
1994 
 
 
 
1996 
 
 
 
1999 
2000 
 
 
2001 
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  STEPに対する評価 

 時間がかかりすぎる（開発のための開発） 

 理想偏重（普遍性／論理的整合性→抽象化→教条的） 

 ドメインドリブン＜データモデリング技術 

 モデルが不完全／冗長（非実用的） 
 

 

 実務との乖離 

 Part106，AP225，228，230 → AP225 

 ベンダーの応用製品開発意欲の低さ 

 STEPの限界（CADデータ交換→製品データ表現・管理） 

 新たな関連標準分野の勃興（PLIB、PLCS） 
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ISO 建築・住宅国際機構 

IAI  

JACIC 

CI-NET 

公共調達コンソーシアム 

BS（英） 

JIS（日） 

CEN（EU） 

SIS（スウェーデン） 

DIN（独） 

NS（ノルウェー） 

AFNOR（仏） 

ANSI（米） 

STABU（蘭） 

GAEB（独） 

CROW（蘭） 

CIB/W78 

EPIC 

ICIS 

EUREKA 

ESPRIT 

建設CALS/EC 

JECALS 

TC10/SC8/WG13 

TC59/SC13/WG3､6 

TC184/SC4/WG3/T22 

CN（加） 

ICIS+ISO関連組織図 

SCADEC Standing Conference 

C-CADEC 

建設産業 

Masterspec（米） 

NBS（英） 

CSC（加） 

SBC（瑞典） 
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標準化の要点 

標準の階層     （個人、部門、組織、業界、国、国際） 

標準のグローバル化 （ＷＴＯ、翻訳ＪＩＳ） 

標準の出自        （デファクト標準 対 デジュール標準） 

標準の役割        （３ム排除、業務協調、情報共有） 

標準の効能        （コストダウン、性能向上、 

                                      規模→能力） 

標準の対象レベル 

  データ出力形式 （帳票、書類の用紙、表組、記入様式） 

  データ表現形式 （内容の記述方法や交換方法） 

  データ項目         （個別項目の名称・意味 → 分類） 

     データ自体           (参照データ、データベース → 応用） 
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   要点 

STEP側の歩み寄り 

SXF側の歩み寄り 

IAI側の歩み寄り 

受発注者協議 

意識改革                                      

  

 


