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自動積算 

総合・調整図 

干渉チェック 

（各種解析） 

  部品 

テンプレート 

ＣＧ・パース 

データ交換 

図面作成・製図 

図面作成・製図 モデル作成 

（＋      ） 模型 

アニメーション 

（Walk-throuth） 

   (Fly-through) 

パース 

ネット 

利用 

Paper Drawing 

CAD 

Computer Aided Drawing 
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ＣＡＤ（電算援用設計）の機能別分類 

ネット分散型ＣＡＤ 

1970 1980 2010 2000 1990 

２.５次元ＣＡＤ 

自動設計（ＣＡＤ） 

ＡＩ（人工知能）ＣＡＤ 

オブジェクト指向ＣＡＤ 

２次元描画（製図・お絵かき）ＣＡＤ 

協調設計ＣＡＤ 

３次元ＣＡＤ 

自動解析ＣＡＤ 

ＣＧ融合型ＣＡＤ 
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SXF開発の経緯・位置づけ 

 図面データ交換上の課題 
 

CALS/EC 

 SXF （ SCADEC data eXchange Format） 
  建設分野（土木・建築）の (公的) 図面データ交換フォーマットの標準仕様 

国際標準（STEP：ISO10303）準拠：AP202（製品モデルとの関連を持つ製図） 

段階的開発手法： 〔レベル１、２（２D、図面） → レベル３、４（３D、オブジェクト）〕  

情報共有連携 

図面電子納品 

公共事業（土木、営繕) 

情報利活用（ FM、自動数量拾い） 

異種CAD間の交換  → 多端末現象 

中間データ交換形式 → DXF依存不可 

国際化対応（WTO）  → ISO準拠 

CADの多機能化        → 高度利用不可 

「CAD製図基準（案）」（Ｈ１４/８月）  「建築CAD図面作成要領（案）」 （Ｈ１４/１１月） 

  CAD データ交換フォーマットは原則としてSXF(P21)とする。 
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CADによる表現方法の違い 

図面上では同じ
ように見えても 

Ｂ-CAD 

Ａ-CAD ② 

① 

①始点のX,Y座標 
＋ 

②終点のX,Y座標 

①始点のX,Y座標 
     ＋ 

②方向 
     ＋ 

③線分の長さ 

実はデータ交換
できない 

① 
② 

③ 

意味の違い 

θ
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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（レベル1&2） Ver3.0仕様開発 

2次元図面データの高度利用（再利用性向上
） 

 SXF Ver3.0仕様書及び 
   運用ガイドライン 

 
 

基本要件： 
・Ver2との幾何形状データの互換性確保 

・図面管理情報のサポート 

・図形への任意属性、任意数の付与 

・図形と図形とのリンクが可能 

・属性は外部ファイル（ＸＭＬ）で授受 

・授受する属性項目は分野別に設定 

$$ATRF$$図形識別番号$$図形名称$$属性ファイル名 

実証実験 

2003/02 

2004/03 

地下水位線 

地表 

地層境界線 

複合曲線 

複合曲線のプロパティ 

切土面積 

○○○.○○ 

△△ 

ＡＢＣＤ 

名称： 

数量： 

ピッチ： 

ID： 

m 2 

m 

土木CADにおける 
利用イメージ 

建築設備CADにおける 
利用イメージ 

既定義シンボル 

既定義シンボルのプロパティ 

壁付ダブルコンセント 

○○○ 

△△△電気 

EFGH1234 

名称： 

諸元： 

メーカ名： 

ID： 

V用 

 図形属性情報の交換 

部分的に自動数量拾いを実現 

BE-Bridge 

Stem 

工事名 

図面名 

年月日 

尺度 図面番号 

図面表題欄情報の交換 
CADで図面情報を生成・管理 

電子納品 

管理情報 
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SXFレベル4の達成イメージ 

地形データの生成 

（台帳Ｄ
Ｂ） 詳細設計 

数量算出 
（将来的には積

算） 

維持管理 

SXFレベル4 
データサーバ 
（道路） 

地形データ（地質データ） 

をライフサイクルを通じて 

活用 

ＢＰＲの実現 

情報共有型の 

事業執行が 

可能となる 

建設事業の 

情報共有基盤 

設計データの 

高度利用を実現 

CAD以外の 

アプリケーションとの 

互換性を確保 

概略設計 
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SXF = P21 + SFC 
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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期待（新CALS：AP2005  情報交換→情報連携） 

電子納品（CAD図面）の現状と問題点 

・属性情報を伴わない二次元CADデータの電子納品の実現 

・電子納品仕様としてのSXFの全国的な普及 

・CAD利用環境の向上（CAD利用の一般化） 

問題点 

・ 

成果 

・CADデータからの自動積算（数量拾い）の実現 

・測量データ、CADデータ、GISデータの連携によるライフサイクル 

 にわたるデータ利用 

・３次元プロダクトモデルによる設計、施工、維持管理業務の高
度化 

・電子納品データの未利用（単なるOA化レベル） 

・電子と紙の併用納品 

・簡易仕様（SFC）による納品 

・各種システム間の連携不備 

・受注者と発注者の意識改革の不備（→情報リテラシ） 

・分野間の不整合（建設vs運輸、土木vs営繕、公共vs民間） 

・利用環境の不備（業務改善/BPR、図面/情報のあり方） 
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ISO10303(STEP)とは 

 製品データモデル（製品データの表現と交換のため
の規格群） 

 EXPRESSと呼ばれるデータモデリング言語 

 Part20番台の実装方法（STEPファイルと呼ばれる
Part21ファイル形式を含む） 

 国土交通省の図面納品にて使用する標準情報モデ
ルはAP202を採用、その他構成管理された3次元設
計情報モデルAP203や自動車の部品設計AP214な
どがある。 

STEP: Standard for The Exchange of Product model data 
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SC4規格（STEP/PLIB他）の構造 

APの基盤参照例（AP214自動車機械部品設計） 

Part41(製品表現の基礎）、Part42（幾何と位相）、Part43（構造表現）、Part44（製品構成表現）、 

Part45(材料）、Part46（可視表現）、Part47(形状表現と公差）、Part49（工程構造）、Part101(製図)、 

Part105（機構解析）、AP202（製図）、AP203(形態管理設計） 

PLIB20(表現の論理モデル）、PLIB26（供給者の識別）、PLIB42（部品ファミリの構造化手法） 

：基盤規格（業種横断的な規格） ：業種固有規格 

ECALS 

設計         生産準備      製造      運用 

飛行機 

汎用業務支援モデル Part1xx パラメトリック Part108 

機構解析Part105  アッセンブリ  Part109,1101,1102 

汎用プロダクトモデル Part４ｘ、５ｘ 

 （形状、材料、公差、製品構成、etc.) 

EXPRESS（Part1x)、データ授受方式（Part2ｘ） 

デザインフィーチャ Part111 

履歴管理モデル  Part55 

AP225 

AP227 プラン
ト AP215,AP216,AP218 

AP214 自動車 

AP210,AP212 

建築・土木 

船 

電気 

応
用
表
現 

基
本
表
現 

電子 

重電 

計測器 

PDQ 

辞書 

IEC 61360-4 
                                                                        AP238      
   AP203, AP202                    AP240                (ISO 14649)           AP239 
    設計、 製図             工程設計       CNC加工       運用支援 

PLIB42（部品ファミリの構造化手法） 

PLIB26（供給者の識別） 

PLIB20(表現の論理モデル）、 

切削工具 

締結部品 

JeMarche 

PLIB501 

PLIB511 

ISO １3399 

資料提供：SC4 国内対策委員会委員長大高晢彦 
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国際動向について 

l NATOの調達部門に関係するECCMA（Electronic Commerce 

Code Management Association)が、ISO/TC184/SC4にて活発に
活動している（米英が支持）。 

l 膨大な製品情報モデル規格開発の効率化と開発期間短縮を目
指した規格のモジュール化を試みており、モジュールを利用し
た最初の応用規格であるISO 10303-239が発行された。 

l 日本提案のPDQ規格提案（ISO 10303-59)、SASIG PDQガイド
ラインのPAS(ISO/PAS 26183）化が承認された。 

l 米国（ECCMA)からISO 8000 (Catalogｕe Management 
Systems: Requirements)が提案されるなど、品質に関係する標
準化活動が活発化している。 



H18第二回JACICセミナー 2006/09/21 

寺井達夫 千葉工業大学 

STEPに対する評価 

l 時間がかかりすぎる（開発のための開発） 

l 理想偏重（普遍性／論理的整合性→抽象化→教条的） 

l ドメインドリブン＜データモデリング技術 

l モデルが不完全／冗長（非実用的） 
 

 

l 実務との乖離 

l Part106，AP225，228，230 → AP225 

l ベンダーの応用製品開発意欲の低さ 

l STEPの限界（CADデータ交換→製品データ表現・管理） 

l 新たな関連標準分野の勃興（PLiB、PLCS） 
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CADデータ交換標準小委員会 

SXF Ver2.0 

レベル３ 

レベル４ 

SXF Ver3.0 

レベル１，２ 
維持 

普及 

P21変換速度 向上にかかわる検討 

SXFのXML化の検討 

仕様公開（仕様書/実装規約） 

他団体への属性セット構築依頼 

実証フィールド実験の実施 

共通ライブラリP21版の開発 

特定ドメイン（道路）モデルの実用化（初期案の構築） 

共通リソース（部分的初期案）の開発 

AP241（建設コアモデル） 
ＳＸＦ 

Ｃ‐ＣＡＤＥＣ 
BE-Bridge 
Ｓｔｅｍ 

ＯＣＦ 

建コン協 
土工協 

拡張ＤＭ 
～ 

地形・地質 

部品・部材 

区域・区間 

既製品 

数量 

幾何・位相 

プロパティ 

外部参照 
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ＳＸＦへの対応 

ユーザー１： 

ＳＸＦ：電子納品のための仕様＋不特定ＣＡＤ/ＧＩＳ等とのデータ連携 
ＤＸＦ：特定ＣＡＤ/ＣＧシステム間のデータ交換 

ユーザー２： 

業界・団体： 

ＣＡＤベンダ： 

ＳＣＡＤＥＣ： 

作図規則（ガイドライン）、ＯＣＦ検定、SXF技術者検定制度 

レイヤ、既定義線種（シンボル、・・・）、属性セット、ＸＭＬタグセット、・・・ 

ＯＣＦ検定（OCF、AutoCAD、JW-CAD ）・・・ 

ＪＣＣＳ（日本標準建設分類体系）、IAI 

STEP対応 ドイツ：STEP-CDS 日本：SCADEC 、韓国：KOSDIC ） 

ＳＸＦとＤＸＦ（ＤＷＧ、ＤＷＦ、ＰＤＦ）等の使い分け 

ＳＸＦに準拠したＣＡＤの利用 

ＳＸＦトランスレータ・ブラウザ等の品質向上 

ＣＡＤ関連の標準化推進（→情報連携） 

ＳＸＦ仕様の充実・信頼性の担保 

レベル（オブジェクト指向モデル＋ライフサイクルでの情報連携：DM、GIS、積算） 
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OWL AP239 PLCS 

AEC Elements Modules 

Basic Building Elements 

Geometric Modules 

Generic AEC Model 

RDF: AEC Elements 

IFC 

ifcOWL 

Ontology 

Generation 

Shape representation Modules 

wireframe_2d (1347) 

faceted_boundary_representation (1512) 

Existing AMs 

Tobe developed 

AMs 

shell_based_wireframe (1502) 

AP Module 

CSG_3d (1068) 

CSG_2d (1731) 

wireframe_3d (xxxx) … 

2D representation (xxxx) … 

Basic Infrastructure Elements 

<rdf:RDF 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:core="http://spice.bouw.tno.nl/eConstruction/core#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns=http://spice.bouw.tno.nl/eConstruction/catalogue# 

  …… 

…… 

Suggested AP241 Model  

Implementation 

Modules 

http://spice.bouw.tno.nl/eConstruction/catalogue
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新CALS/ECへの展開  （ ＳＸＦ関連 ） 

 属性を付与したデータの高度利用 

      特定分野別建設オブジェクトの定義 
     道路中心線（道路） 建築限界（河川） 通り芯(建築）等  

 オブジェクト指向の建造物のモデル化 

     プロダクトモデル ( ⇒ SXFレベル3、4)   

 ライフサイクルを通じての統合的な情報連携 

     プロセスモデル ＋ プロジェクトモデル  

 従来の建設プロセス、制度等の変更 

                          BPR（Business Process Reengineering ）への展開 

  次世代のSXF 

図面→モデル 
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END 


