
JACICでは、SXF（Scadec data eXchange Format）

を国外に紹介、他プロジェクトとの調整、情報収集、国

際標準としての認知を深めることを目的に、ISO/STEP*

国際会議へ積極的に参加しています。本会議は、STEPに

関するさまざまな分野での適用例、実装例を検討/報告し、

ヨーロッパを中心に全世界的なレベルで展開され、年３

回のペースで開催されています。

今回は福岡市にて９月30日から10月５日にかけて開催

され、日本からの53名を含め、世界各国から151名が参加

しました。本稿では、上記会議の参加概要について報告

いたします。

１．会議内容

今回、我々は下記主要な３つの会議に出席し、議論・

報告を行いました。

１．１　T22 B&Cチーム会議

建設分野を対象としたCADデータ交換を目的に、建

設・建築分野の規格開発や実用化に向けての議論を行っ

ているチームです。

今回は、ドイツ、韓国、オランダ、日本の４カ国から

の参加があり、我々は、CADデータ交換標準の現状に関

して、以下の報告を行いました。

・ SXFの実装マニュアル（ドラフト）について

・ SCADEC活動状況（レベル３、４開発の方向性）

・ レベル２の実装状況について

他国からは、ドイツの“STEP - CDS”、韓国の

“KOSDIC”、オランダの“Lexicon”の各CADデータ交換

標準化プロジェクトの活動報告が行われました。

他国の進捗状況と比較して、我が国の現状は規格の実

装において際だっていることがわかりました。

１．２　リエゾンプレナリ

STEPに関連する団体の活動状況を発表する場であり、

今回は９つのプロジェクトの紹介・報告が行われました。

SCADECからは、本年度より開始された電子納品につい

て国土交通省より発表頂きました。また、SCADECの活

動状況についてはJACIC喜多河理事より発表を行い、

SCADECの活動状況を世界各国に向けて紹介することが

出来ました。

なお、SC４の議長より、“SCADECプロジェクトが強

力なSTEP実装例である。”との評価を頂いており、本プ

ロジェクトも国際標準としての評価を高めたことは喜ば

しい限りであります。

１．３　チュートリアル

ISO会議とは別途に４つのチュートリアルが開催されま

した。その中の１つとして、CALS/EC部の西岡次長およ

び比留間主任研究員より国土交通省の電子納品および

SCADECについての解説を行いました。また、SXF仕様

によるCADデータ交換のデモンストレーションも合わせ

て行い、CADデータ交換についての理解を深めることが

出来ました。

電子納品も始まったことから関係者の関心も高く、九

州地区の建設関連企業・自治体等から60名近くの参加者

があり、終了後もCAD関連についての個別の質問がある

など盛況でした。

２．今後について

次回は、２月24日から３月１日にかけて、アメリカの

Myrtle Beachにて開催予定です。この頃には、電子納品

予定ファイル形式であるp21形式に対応したCADソフト

の販売も見込まれています。一般のユーザがISO/STEP

を利用可能になると同時に、次回会議にて、STEP対応

CADソフトの実用報告が期待されるところです。

（CALS/EC部　研究員　古澤俊一朗）

* Standard for The Exchange of Product model data

（製品モデルデータ交換規格）：製品の設計、生産に係わる情報

を総合的、体系的に電子化し、これらの情報を共有化するため

の国際標準（ISO10303）の通称。建設、プラント等のさまざま

な分野で標準化が進められている。
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国土交通省におけるCALS/ECは、本年度より入札情報

サービス（PPI）や、電子入札、電子納品の運用が開始さ

れるなど、いよいよ実施段階に入り、来年度からは

CALS/ECの適用範囲拡大、統合データベースの利活用等、

さらに拡大・高度化された最終フェーズに移行する状況

です。また、国土交通省の地方展開アクションプログラ

ムを受け、地方自治体などにおいても、CALS/ECの導入

に向けて活発な取り組みが行われております。

一方、H12、13年度においてJACICなどが行ったCALS

に関する海外調査によって、米国や韓国等において公共

事業におけるCALSに関する取り組みが行われているとと

もに、我が国における電子入札や電子納品については、

世界でも先進事例に数えられる可能性があることが判明

しました。

このような状況を踏まえ、（財）日本建設情報総合セン

ター（JACIC）では、（財）港湾空港建設技術サービスセ

ンター（SCOPE）との共同主催により、CALS/ECの国

内外における普及や高度化を目的とした国際シンポジウ

ムと展示会を同時開催します。

本シンポジウムや展示会の開催により、我が国におけ

るCALS/ECの普及、海外での日本版CALS/EC成果の利

用が促進され、また最終フェーズに向けた研究の方向性

を見いだすことが期待されます。

以下、シンポジウムおよび展示会の概要についてご紹

介いたします。詳しい情報については、CALS/ECセンタ

ーのホームページをご覧下さい。

http://www.cals.jacic.or.jp

１．CALS/EC国際シンポジウム

日本、米国、韓国、ベトナムなど４カ国の政府関係者

の方々に、自国のCALS/ECについて講演していただくと

ともに、今後の日本におけるCALS/ECに関する研究の方

向を示す事例などを紹介いただき、併せて日本の

CALS/ECの評価とその成果導入の可能性についてのパネ

ルディスカッションを実施する予定です。

◎主　　　　催 （財）日本建設情報総合センター
（財）港湾空港建設技術サービスセンター

◎後　　　　援 国土交通省（予定）
◎開　催　日 2002年１月30日（水）
◎会　　　　場 TFTホール（東京都江東区有明）
◎定　　　　員 500名
◎参　加　費 20,000円

２．CALS/EC展示会（シンポジウムと同時開催）

地方自治体などのCALS/EC導入の推進や、建設業にお

けるITの普及等を目的として、地方自治体及び建設分野

向けIT技術・製品並びにCALS/ECソリューションに関す

る出展社による展示ゾーンや、主催者による日本版

CALS/EC体験ゾーンの設置を予定しております。

◎主　　　　催 （財）日本建設情報総合センター
（財）港湾空港建設技術サービスセンター

◎後　　　　援 国土交通省（予定）
◎予定出展社数 約30～40社程度
◎出展ジャンル CALS/EC関連ソリューション

土木／建築アプリケーションソフト
土木／測量／建築CAD ほか

◎入　場　料 無料

不明な点などございましたら、お気軽にホームページ

内の運営事務局までお問い合わせ下さい。

（CALS/EC部　主任研究員　大部裕史　担当　岡村健志）

CALS/ECコーナー

CALS/EC国際シンポジウム／展示会のご案内
（平成14年1月30日　東京・有明）

同時開催�

国際シンポジウム／展示会�

CALS/ECの普及�

海外での成果利用の可能性アピール�

最終フェーズに向けた研究の方向性�

公共事業のITによる革新

－日本および各国の取り組み状況と成果共有の可能性－

CALS/EC MESSE 2002

－CALS/EC＆建設ITの展示会－
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去る平成13年10月９日東京にてJACIC主催の「建設情報標準

化に関する国際シンポジウム2001」が以下のように開催されま

した。STEP（ISO／TC184／SC４）福岡会議開催の機会を捉ら

え、会議に参加されたSTEP委員長及び建設チーム座長等を東京

まで招へいして講演会を行ない、国際的な標準化活動の動向及

び建設情報標準化委員会のCADデータ交換標準小委員会で取り

組んでいるSCADECの評価、STEP準拠の画期的な取組みである

こと等の講演をして頂きました。

日　時：平成13年10月９日（火）10：00～16：20

場　所：東条会館新館（インペリアルパレス）

東京都千代田区麹町１丁目12番

主　催：（財）日本建設情報総合センター

参加者：約180名　　　　　　　　　　　

プログラム：

10：00 主催者挨拶（今岡理事）

10：10「建設情報標準化活動の概観」（JACIC標準部　河内）

10：30「日本におけるIAIの活動について」

（IAI日本支部　山下副会長）

11：00「IAIの活動とISOとのリエゾン関係について」

（カリフォルニア大学V.バザナック氏 米国）

12：10～13：10 昼食時間

13：10「日本におけるSＴEＰについて」

（千葉工業大学　寺井先生）

13：40「SＴEＰの活動について」

（SＴEＰ委員長　Ｈ.メイソン氏　英国）

14：50～15：10 休憩

15：10「WG３／T22の活動とドイツ国内標準化活動」

（建設チーム座長　W.ハース氏　独国）

今回は建設情報標準化委員会関係者に対する情報提供という

意味で、参加者を委員会関係者のみに限って募集しましたが、

会場は設計コンサルタントを中心としたCAD技術関係者が、多

く参加されました。講演はISOでの標準化活動が日本や外国にお

ける実際の経済活動に深く関連していることを解説して頂くこ

とが出来ました。

（標準部　主任研究員　河内　康）

「建設情報標準化に関する国際シンポジウム2001」開催報告

「地理情報システム（GIS）」は、最近ではすっかりと市民

権を得た言葉となりました。GISは休日のドライブコースの

探索といった個人向けのニーズから、行政や民間企業内での

各種業務を支援する巨大な基幹システムに至るまで、社会の

さまざまなシーンで活躍しています。これはGISが問題解決

や業務の省力化・高度化に非常に有効な手段であることや、

地図データがＩＴの分野でも重要な情報コンテンツであるこ

とを示しているものです。

地理情報システム関係省庁連絡会議で策定された「国土空

間データ基盤標準及び整備計画」では、本年度はこの整備計

画の普及期の第３年次（最終年次）であり、来年度からの発

展期へ向け、産官学をあげていっそうのGIS利用の推進が図

られていくことは間違いありません。

建設業界においてもCALS／ECの本格導入に伴い、GISは

業務遂行に必携のツールとなりました。

（財）日本建設情報総合センターではこのような社会状況

を踏まえ、日本国内で製品化され利用可能なGISソフトウェ

ア及び数値地図データを俯瞰できる総合資料として、「GISデ

ータブック」を平成４年から毎年刊行しております。本年も

皆さまのご要望にお応えすべく内容を改訂し、「GISデータブ

ック2001（日本の地理情報システムの紹介）」として出版い

たしました。今年度は61社の332製品・サービスを掲載し、

日本国内のGISを可能な限り網羅いたしました。

本書がGISの導入や機能向上を目指しておられる方々によ

り多くの選択肢をご提供し、目的・用途に合ったGIS製品を

見出す一助になれば幸いです。

なおご購入をご希望の方は、下記までお問い合わせ下さい。

発　　　　刊：平成13年11月

価　　　　格：3780円（税込）

問い合わせ先：研究第三部　温勢 隆史

TEL 03-3584-2403（ダイヤルイン）

FAX 03-3505-2966

E-mail onset@jacic.or.jp

「GISデータブック2001」発刊のご案内

JACIC便り

H・メイソン氏の講演

JACIC通信
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JACIC NETについてのお問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。

■編集・発行 財団法人　日本建設情報総合センター
〒107-8416 東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL.  (03)3505－2981〈代表〉 FAX.  (03)3505－2966
E-mail：admin@jacic.or.jp JACICホームページ http：//www.jacic.or.jp/

印刷・製本　日本印刷（株）
購読料は会費に含まれます

（定価80円）

JACIC news   平成13年12月1日発行　第三種郵便物認可

10月のニュースから ニュースの詳細については、JACIC NETの「掲示板」の「今日のニュース」を
検索していただくと記事内容が表示されます。

【建設行政ニュース】
５日　国土交通省におけるコンピューターウイルスによる被害

等について（最終報告） （総合政策局）
９日　電子基準点を利用したGPSによるリアルタイム測位実験

を公開して実施　－岐阜市ではじめての公開実験－
（国土地理院）

29日　日本全国をカバーする新たな数値地図の提供を開始
－「数値地図25000（空間データ基盤）」（大分）を刊行－

（国土地理院）
【地方建設情報】（北海道－中部）
９日　国土交通省直轄工事におけるマネジメント技術活用型工

事の試行について ［中部地整］
12日　『参加型交差点緊急改良』の取り組みについて

〈一般国道155号栄町３丁目交差点〉 ［中部地整］
16日　平成13年度　東北地方整備局の「新技術活用」について

［東北地整］
24日　こんな技術ありませんか？　特許技術や民間の独自技術

を公共工事へ積極的活用 ［中部地整］
【地方建設情報】（近畿－沖縄）
12日　平成13年度　大阪市内路上工事縮減計画の策定について

（路上工事縮減対策協議会） ［近畿地整］
18日　関西地盤調査情報データベースの公開について

［近畿地整］
【公募情報（国・公団等）】137件
【公募情報（地方公共団体）】422件

特集「電子入札」

国土交通省では、社会資本関連情報の整備・活用のあり方

として、ITによる国土マネジメントを総合的かつ迅速、効率

的に押し進め、経済新生、国民の利便性の向上および透明で

効率的な行政運営に資するための政策展開の基本方針と具体

的な政策を取りまとめた「IT国土マネジメントに向けて」を

策定しています。

その具体的施策のひとつとしてCALS／ECの構築・普及が

あり、平成16年度までに国土交通省直轄事業における全ての

プロセスにおいてCALS／ECを実現することとしています。

さらに、地方公共団体、関係公団等、公共事業全体へも順次

CALS／ECを普及することも挙げられています。

このような中で、CALS/ECの一環として平成13年４月か

ら入札手続の透明性の向上に資するため、インターネット上

で各発注機関の発注情報、入札結果等を一元的に入手、検索

できる入札情報サービス（PPI）が運用開始されています。

また、平成13年10月から直轄事業の一部案件で電子入札が導

入され、平成16年度には直轄事業の全案件での実施が予定さ

れています。

JACIC情報では、「電子入札」をテーマとして取り上げ、

国土交通省、地方公共団体、各組織およびJACICでの取組み

の現状と今後の展開等を紹介します。

JACIC情報のご購入および定期購読される方は、当センタ

ーまでご連絡下さい。

（定価：1,050円/冊（税込み）＋送料）

（企画調整部　参事　徳重政志）

「JACIC情報64号」を近日発刊

「2001最新建設技術ガイドブック」を11月１日に発刊しま

した。

本書は、過去５年間に民間で開発された以下の最新建設技

術の情報を収集・掲載しています。

１）建設省が公募した課題に対し、民間が研究開発した技

術を評価して公表する「建設技術評価制度」。（平成９

年度以降休止）

２）民間において自主的に開発された技術を建設大臣が認

定した機関が審査証明して公表する「民間開発建設技

術の技術審査・証明事業」。（平成13年１月６日廃止）

３）民間において自主的に開発された技術を建設技術審査

証明協議会会員が審査証明して公表する「建設技術審

査証明事業」。（平成13年１月10日設立）

平成12年度の成果は以下の通りです。

審査証明：14機関、審査件数101件、掲載件数64件

当書籍は、全国主要書店及び政府刊行物取扱所でお求めい

ただけます。書店等で注文される場合は、「東京官書普及㈱

取り扱いの書籍」と言ってください。

当センターへ直接お申し込みされても、お求めいただけま

す。（送料が別途かかります。）

○ 定価：本体2,500円＋税

○ 問い合わせ先：企画調整部

TEL.03-3584-2404 FAX.03-3505-2966

（企画調整部　参事　八木下　孝）

「2001最新建設技術ガイドブック」を発刊


