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社会基盤情報標準化のあゆみ社会基盤情報標準化のあゆみ

CALS/ECのあゆみ
 平成 8年 「建設CALS整備基本構想」策定

 平成 9年 「建設CALS/ECアクションプログラム」策定
 平成14年 「国土交通省CALS/ECアクションプログラム」策定
 平成17年 「CALS/ECアクションプログラム2005」策定
 平成20年 「CALS/ECアクションプログラム2008」策定

社会基盤情報標準化委員会のあゆみ

 平成12年 「建設情報に係る標準化ビジョン」策定

 平成12年 「建設情報標準化委員会」設置

 平成13年 「第一次建設情報標準化推進三箇年計画」策定

 平成16年 「第二次建設情報標準化推進三箇年計画」策定

 平成19年 「第三次建設情報標準化推進三箇年計画」策定

 平成20年 「社会基盤情報標準化委員会」に改称

 平成21年 「社会基盤情報の利活用のために－11の提案」策定
 平成22年 「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」策定
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建設分野での情報標準化活動建設分野での情報標準化活動建設分野での情報標準化活動

地方公共団体 設計業者

資材業者

建設業者

円滑な電子データ流通基盤の構築

統合的な電子データ利用環境の創出

建設分野全体の生産性
及びサービス向上

国の機関

データの価値を最大限に活かす

建設情報標準化のビジョン
（建設情報に係る標準化ビジョン策定懇談会：平成１２年５月）
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建設情報標準化委員会

他の機関

小委員会

標
準

討議

推奨標準

Ａ機関 Ｂ機関 Ｃ機関

社会基盤情報標準化委員会

・産学官メンバーで構成

・標準間の調整

・新たな標準の作成

・標準の利用促進

平成１２年１０月発足（事務局：ＪＡＣＩＣ）

データの価値を最大限に活かす

社会基盤情報標準化委員会の活動社会基盤情報標準化委員会の活動

社会基盤情報標準化委員会 電子成果利活用小委員会

CAD/データ連携小委員会幹事会

委員会組織（2010年度～）

委員長：柴崎亮介 東京大学教授 小委員長：皆川勝 東京都市大学教授

小委員長：田中成典 関西大学教授
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CALS/ECの現状と課題
• 電子納品が普及し、膨大な電子成果が蓄積されている

 しかし、蓄積されたデータの利活用は限定的

• 電子納品成果には維持管理で必要な情報が網羅
 しかし、データの再整理と紐付けが必要

• CALS/ECは国から地方まで普及してきた
 しかし、対象の広がりに伴うニーズの多様化には未対応
 市町村レベルではほとんど未実施

• 電子納品要領は整備、改訂されてきた
 しかし、電子成果作成には負担も大きい
 地方自治体では、簡略化して運用している例も多い

• 情報共有システムは効果を挙げている
 しかし、社内システム等とは連携できない
 電子納品の際にもう一度手間がかかっている

• SXFはCADデータの交換と長期利用に有効
 しかし、CAD製図基準への対応には負担も大きい

5

標準化作業の整備方針
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1.データや情報の標準化指針だけでなく標準化された情報
の管理方法、利用方法まで視野に入れた一貫性のある
End to Endな検討を行う。

2.確実に標準化すべき部分、標準化が推奨される部分など
の区別が明確な、柔軟な適用を可能とする標準を開発す
る。

3.標準などを新規に開発するだけでなく、既存のデータ標
準、情報利用･管理環境を柔軟かつ積極的に利用するこ
とで、円滑な移行、効果のすばやい見える化を実現する
。

4.地方自治体や民間のニーズを一層積極的に取り入れる一
方で、普及状況や現場での課題・問題点のモニタリング
を通じて、確実にフィードバックを得て活動内容を見直
す。あわせて、普及活動も積極的に行う。

標準化作業の整備方針
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現計画における２つの標準化活動分野

電子成果の共有、利活用に関する活動

国以外に地方自治体など多様なニーズに対応できる柔軟な要領案
を検討し、社会基盤情報の電子化を促進する。また、維持管理と施
工に焦点を当てた電子データの交換・管理・利用のあり方に関する
検討を行う。

データの交換と連携に関する活動

データの交換や長期にわたる横断的なデータ利用を促進する観点か
ら、CADデータの利活用を踏まえたCAD製図基準の改訂検討、デー
タ連携のための共通コードに関する検討、データのXML標準化と登
録･流通・利用機構に関する検討を行う。
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電子成果の共有、利活用に関する活動
多様な組織に対応した電子納品要領の整理･体系化に関する取り組み

自治体担当者 国の担当者

最低限のチェック

意味内容まで

踏み込んだチェック

簡易版の電子納品要領でも、必要最低
限のデータが検索できるし、地元の業
者でも対応できる。エラーも少なく、

検査時の負担も減った♪

厳密な電子納品要領だと、工事に関す
るデータがもれなく揃っていて、いざ
というときも安心だ。アセットマネジ

メントや高度な分析にも対応できる♪

現行の電子納品要領(案)： 国で採用→自治体へ普及
→地方の実情によっては十分に機能しない場合も

・業務プロセスやデータニーズの分析
・組織の違いを考慮した電子納品要領の整理・体系化、利用環境の提案
・電子納品データの長期保存に適したデータ形式に関する検討
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データの交換と連携に関する活動
CADデータ交換標準およびCAD製図基準に関する取り組み

CADデータ交換標準仕様（SXFレベル2）は完成→高度活用
→CAD製図基準への対応に負担感

・属性セットの活用
・標準図式データ・CAD間の連携
・CAD製図基準の簡素化

CAD製図基準に準拠

CAD製図基準が簡素化されたので、
図面作成の負担が軽減した。

設計担当者

CAD図面データ

CADソフト

SXFに対応

施工業者

施工に必要な情報は漏れなく間違
いなく描かれている。
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CAD製図基準（案）の課題解消の方向性に関する検討
CAD製図基準（案）の課題

データサイズの小さいSFCで納品したい

ファイル命名規則、線種、線幅、レイヤ、文字等の基準への対応が負担

古いCADソフト、チェックシステムが使われ、不要な労力がかかる

作業負担減につながる機能を開発・提供して欲しい

実務に役立つマニュアルが欲しい

国土交通省等

○○県 △△市

●●県 □□市

各地方自治体独自の
ＣＡＤ製図のルール

CAD製図基準（案）
平成20年5月

＜従来＞ 地方自治体向けに緩和した

「SXFデータ作成要領」

＜作成方針＞
・現行の「ＣＡＤ製図基準（案）」を包含
・地方自治体向けの緩和規定を加える
→「ＣＡＤ製図基準（案）」の内容と矛盾しない

「ＣＡＤ製図基準（案）」「ＣＡＤ製図基準（案）」
規定項目規定項目
＋＋

地方自治体向け地方自治体向け
緩和規定緩和規定

規定内容は
そのまま

従来通りの運用も可能従来通りの運用も可能

国土交通省等

地方自治体

緩和された緩和された
規定項目の運用規定項目の運用

＜今後＞
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○「SXFデータ作成要領」の構成内容について

構成 名称 概要

序文 まえがき 本要領の策定経緯、位置付け、利用
範囲（主に地方自治体向け）、語句の
定義等を紹介

第１編 本編 地方自治体向けに緩和した規定内容。
「CAD製図基準（案） 」（平成20年5月）
と同じ構成内容→条項の番号が同じ

第２編 参考編
（国土交通省策定

CAD製図基準(案)
平成20年5月版）

国土交通省策定
「CAD製図基準(案)」
（平成20年5月版）を転載。

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点
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○本要領の目次構成

・CAD製図基準(案)と同じ目次構成

⇒本要領の本編として必要のない
規定項目は「欠番」としている。

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点
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比較対象項目 本編
参考編
（国土交通省策定

CAD製図基準(案)平成20年5月版）

対象案件 · WTO政府調達協定の対象と
ならない土木工事に関する案
件

· 地方自治体等で発注される
土木工事に関する案件

· WTO政府調達協定の対象となる土
木工事に関する案件

· 国に移管される施設、または国の
施設として一体的に管理される施
設の工事に関する案件

· 将来CADデータの高度利用が想
定される土木工事に関する案件

· 事業規模が大きい案件

対象工種 · 公共事業全ての工種
（鉄道、港湾等も含む）

· 国土交通省直轄事業の34工種

○本要領の適用範囲

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点
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○本要領の適用範囲

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点

中央官庁 地方自治体

CAD製図基準
（ｐ２１）

①
国交省直轄事業の

34工種

②
ＷＴＯ案件、又は

国に移管される施設等

SXFデータ作成要領
（ｓｆｃ）

③ ④
ＷＴＯ案件以外の
公共事業の全工種

④が適用対象案件
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比較対象 本編
参考編
（国土交通省策定

CAD製図基準(案)平成20年5月版）

ファイル
フォーマット

· SXF(SFC)ファイル形式
を推奨

· SXF(P21)ファイル形式を推
奨

（電子納品運用ガイドライ
ンにてファイルサイズが大
きい場合は、受発注者協議
でSXF(SFC)ファイル形式
も可）

○本要領における本編と参考編の違いについて（その１）

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点
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比較対象 本編
参考編
（国土交通省策定

CAD製図基準(案)平成20年5月版）
ファイル名 ·図面番号、図面種類（日

本語で使用される文字、
もしくは英数文字）によ
り命名

·文字制限は、拡張子を含
め64文字以内

·ライフサイクル記号、整理
番号、図面種類（2文字の英
字文字）、図面番号、改訂
履歴により命名

·文字制限は「8.3形式」

○本要領における本編と参考編の違いについて（その２）

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点
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比較対象 本編
参考編
（国土交通省策定

CAD製図基準(案)平成20年5月版）

レイヤ名・
レイヤ構成

· レイヤ名は、英数文字、日
本語で使用される文字（全
角、半角文字）

· レイヤの階層化表現は、図
面オブジェクトがひとつ以
上あればよい。

· レイヤ名は、英数文字（半角文
字）

· レイヤの階層化表現は、責任主
体、図面オブジェクト、作図要
素、…の順に表現しなければな
らない。

○本要領における本編と参考編の違いについて（その３）

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点
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比較対象項目 本編
参考編
（国土交通省策定

CAD製図基準(案)平成20年5月版）

色・線種・
線幅・文字

· 色：線色、文字色は見や
すい図面である組み合わ
せで、自由に選択できる。
線色は、レイヤによる区
別なし。

· 線幅：比率規定を設けな
い。

· 文字：文字の種類・高さ
は、任意選択。

· 色：線色、文字色いずれも16
種類限定。線色は、レイヤに
よる区別あり。

· 線幅：３種類（細線・太線・
極太線）

· 文字：大きさは、７パターン
から選択。

○本要領における本編と参考編の違いについて（その４）

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点
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比較対象項目 本編
参考編
（国土交通省策定

CAD製図基準(案)平成20年5月版）

図面管理
ファイル

· XMLファイル以外も利用可
（例えば、CSVファイル）
とする

· XMLファイルのみの利用とす
る

○本要領における本編と参考編の違いについて（その５）

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」の概要・主な変更点
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設計技術者、CAD技術者、電子納品担当者等を対象とした
「SXFデータ作成要領」による作業負担軽減効果の推定

⇒建設コンサルタンツ協会を通じたアンケート調査結果（平成24年5月実施）

【対象アンケート】「SXFデータ作成要領（案）」運用に対するアンケート
【調査対象】 建設コンサルタンツ協会情報部会CALS/EC委員会CAD専門委員会を通じて

業務上CAD製図作業を行なっている、設計技術者、CADオペレータ等から回答を回収
調査期間：平成24年5月7日～5月18日，回収回答数：79名，平均CAD業務経験年数：11.3年

受注者における想定効果と対応上の注意点

• ファイル・フォーマットについて
SXFデータ作成要領（案）では、WTO政府調達協定対象の案件などでない場合はSXF（SFC）ファイル
形式としています。これについて、次の中から該当すると思われるところに○印を付けて下さい。

受注者における想定効果と対応上の注意点
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• ファイル名について
SXFデータ作成要領（案）では、日本語や長いファイル名を可能としています。これについて、次
の中から該当すると思われるところに○印を付けて下さい。

受注者における想定効果と対応上の注意点

23

• レイヤ名・レイヤ構成について
SXFデータ作成要領（案）では、レイヤ名の階層をシンプルに、名称も日本語表記を可能としてい
ます。これについて、次の中から該当すると思われるところに○印を付けて下さい。

受注者における想定効果と対応上の注意点

24



13

• 線種・線色・線幅について
SXFデータ作成要領（案）では、線色と線幅については、任意選択としています。これについて、
次の中から該当すると思われるところに○印を付けて下さい。

受注者における想定効果と対応上の注意点

25

• 文字について
SXFデータ作成要領（案）では、読みやすい文字を選択し利用することとしています。これについ
て、次の中から該当すると思われるところに○印を付けて下さい。

受注者における想定効果と対応上の注意点
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• 図面管理ファイルについて
SXFデータ作成要領（案）では、作成した図面一式に対する図面目次ファイルを表形式等で作成す
ることとしています。これについて、次の中から該当すると思われるところに○印を付けて下さい。

受注者における想定効果と対応上の注意点
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• 総合評価
総合的に、SXFデータ作成要領（案）による運用を行った場合の作業軽減度合いについて、次の
中から該当すると思われるところに○印を付けて下さい。

受注者における想定効果と対応上の注意点
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検査における注意点

• 緩和した項目については、チェックソフトで検査するとエラー
表示になる。

• チェック機能をオフにし、目視検査とする。

＊国土交通省のSXFブラウザは推奨されていない
今後、SXFブラウザについては、改修の予定はありません。機能的に優れた
ソフトウェアを求める場合は、OCF検定に合格している市販のSXF対応ソフト
ウェアをご利用ください。(Q&A-SXF23,H24.5.22)

• 「SXF確認機能検定」合格CADソフトとブラウザの一覧
＜http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml#C5＞
無償の民間ブラウザも複数公開

受注者における想定効果と対応上の注意点

29

• 地方自治体向けの「SXFデータ作成要領」の各
地方自治体等への広報、普及を図る

• 本要領の解説本として、「CADデータ利活用ガイ
ドブック」を2013年春に作成予定

• 地方自治体向けの「簡易版電子納品要領」を
2013年春に作成予定

今後の展開について

30
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「CADデータ利活用ガイドブック」の作成概要

ＣＡＤデータＣＡＤデータ
の利活用の利活用
ガイドブックガイドブック

各利用場面での各利用場面での
ＣＡＤデータのＣＡＤデータの
活用方法を解説活用方法を解説

情報交換情報交換 検査検査

発注担当者向け

●ＣＡＤデータの利用場面調査

発注図発注図

設計変更図面設計変更図面

施工計画確認施工計画確認

住民説明資料住民説明資料 協議資料協議資料

管理・閲覧管理・閲覧

発注者のＣＡＤデータ取り扱い
に関する質疑応答
発注者のＣＡＤデータ取り扱い
に関する質疑応答

●電子納品のヘルプデスクＱ＆Ａ

●「ＣＡＤ製図基準（案）」の規定の経緯

積算積算 工区設定（工区割り）工区設定（工区割り）

意見聴取意見聴取
・WG委員
・標準化委員会の地方自治体委員

意見聴取意見聴取 「CAD製図基準（案）」作成に従事したWG委員

利用場面例：

対象対象

対象対象

ポイントを抽出
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CADデータ利活用ガイドブックについて

• CADデータ利活用ガイドブック目次構成

１ はじめに

２ 電子納品におけるCADデータの在り方・利用について

３ 「CAD製図基準（案）」、「SXFデータ作成要領」の解説

４ CADデータを取り扱う環境

５ 図面を取り扱う場面でのCADデータの利用

５．１．業務の流れの中でのCADデータ利用について

５．２．個々の利用場面におけるCADデータ利用について

６ CAD関連の受発注者協議での対応の仕方

７ SXFデータを利用したその他の活用

32
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電子納品要領の検討方針について

電子納品要領に関する課題

1. 簡素化基準で運用している自治体が存在する
2. 簡素化の内容は、

• 図面ファイルをSXF(SFC)に変更
• フォルダ名の日本語化
• 管理ファイルのCSV形式化など

3. 簡素化の目的は受発注者の負担軽減⇨ 簡素化による再利用時の相互運用性の低下が懸念
4. データ形式だけでなく、電子納品と紙納品の区分、検査の方法等との総合的な運用が必要

1. データとしての再利用が想定されず、閲覧利用や記録としての保管が主体となる業務・工事
の情報成果は、PDFやJPGなどのファイル形式を主体とし、作成や検査の負担を軽減する

2. 再利用が想定される業務・工事の情報成果についても、相互運用性が確保される範囲で、
作成や検査の負担を軽減できる納品方式を選択する⇨ 図面データは「SXFデータ作成要領」に従うSXF(SFC)形式とする⇨ フォルダ名・ファイル名を日本語化⇨ 管理ファイルをCSV形式の目次情報とする⇨ 図面以外の情報は、PDF, JPG, オリジナルファイル形式などとする
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地方自治体向けに緩和した

「SXFデータ作成要領」は、
下記サイトからダウンロードできます。

http://www.jacic.or.jp/hyojun/sxf20120622.html

お問い合せは

（一財）日本建設情報総合センター 研究開発部 原

電話：03-3505-0419 Mail:hyojun@jacic.or.jp
http://www.jacic.or.jp/hyojun/
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