
JACICでは、SXF１）を国外に紹介し、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/

報告するもので、おおむね年３回のペースで開催

されています。

今回は米国サウスカロライナ州のマイトルビー

チにおいて２月24日から３月１日にかけて開催さ

れ、15ヶ国から計185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、我々は建設部門（Building&Construction）

チーム会議（T22）に出席し、議論・報告を行い

ました（ISOの組織構成については、JACIC

news No.151を参照して下さい）。このチームは、

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

論を行っています。参加国は、ドイツ、韓国、ア

メリカ及び日本の４ヶ国でした。

１．１　CADデータ交換標準について

CADデータ交換標準の現状について、日本よ

り以下の報告を行いました。

・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

・来年度より、正式に国土交通省の電子納品フ

ァイルとしてSXF（.p212））を採用予定であ

ること

また、背景として、日本における公共事業分野

のCALS/ECの現状と動向についても説明しまし

た。参加者の関心は高く、持参したCALS/EC紹

介の英文パンフレットはあっという間に無くなり

ました。

他国からは、ドイツの”STEP-CDS”及び韓国

の”KOSDIC”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。韓国も国際

標準に則った交換フォーマットを実装したCAD

ソフトが市場に出始めており、政府６機関から集

めた12,000枚余りの図面データでデータ交換の実

証実験を行っていると報告がありました。

他国の進捗状況と比較して、我が国の現状は実

装規模において際だっており、国レベルでSTEP

準拠のファイルフォーマットを電子納品形式とし

て指定するのは、日本が初めてであることを、改

めて認識しました。

１．２　CADとGISの連携

現在、設計、施工段階で主に使われるCADと

完成後の維持・管理段階で使われるGISの両者間

でのデータの受け渡しについては規定がありませ

ん。そこで、今回よりCAD-GIS間の連携につい

ても議論を進めることになりました。

まず、今回は各国におけるGISの状況報告を行

うと共に、地理情報の標準化を進めている

ISO/TC211メンバーによる、TC211の活動状況

の説明がなされました。今後、具体的なニーズの

想定と、それを踏まえた継続的な情報交換の重要

性が確認されました。
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近畿地方における公共発注機関へのCALS/EC

の展開を図るため、国土交通省において先に策定

された「地方展開アクションプログラム（全国版）」

に示された方針に基づき、公情協※において近畿

地方の具体的な行動計画を2002年３月に策定しま

した。これに基づいて、近畿地方の地方公共団体

（２府５県及び３政令指定都市）及び関係公団・

事業団は2007年度までにCALS/EC導入を完了さ

せることになっています。

「CAL/EC地方展開アクションプログラム（近畿

地方版）」の概要

１．策定の目的と推進体制

「CALS/EC地方展開アクションプログラム

（近畿地方版）」は、近畿地方の公共発注機関が

CALS/ECの整備を進めていくうえで考慮すべき

事項等について整理を行い、目安となる年次計画

等を示すことにより、CALS/EC整備を速やかに

導くために策定したものです。

近畿地方整備局管内のCALS/ECを推進するため、

近畿地方の地方公共団体（府県・政令指定都市）が

各種情報システムの普及、改良を進めることを目標

に組織した公情協を活用しました。CALS/ECの整

備を速やかに進めるため、2000年８月には

CALS/ECの推進を明記するとともに、新たに関

係公団・事業団を構成メンバーとしました。

※公情協：近畿地方公共発注機関情報システム

連絡協議会

※事務局：近畿地方整備局企画部技術管理課

ú日本建設情報総合センター

近畿地方センター

２．目標年次

地方公共団体においては、各団体のCALS/EC

の進捗状況に応じて「先行自治体」、「中位自治体」、

「後発自治体」のいずれかの着手時期パターンを

選択し、遅くとも「後発自治体」目標年次を満た

すものとしました。
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CALS/EC地方展開アクションプログラム（近畿地方版）の策定
（近畿地方センター）
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２．今後の予定

今後は、６月にスウェーデンのストックホルム

にて、また11月には韓国のソウルにおいて開催予

定です。この頃には、電子納品要領の中で納品フ

ァイル形式として正式にp21形式が指定され、い

よいよSXF（.p21）形式による電子納品が始まっ

ていると思われます。

建設部門（B&C）チーム参加者
（後列中央：T22の座長であるドイツのHaas氏）

（CALS/EC部　研究員　古澤俊一朗）

註　１）Scadec data eXchange Format：異なるCAD間のデー
タ交換を可能にするための仕様。
２）SFX仕様におけるファイル形式の１つ。国内流通用の
簡易版である。.sfc形式、ISO国際標準に準拠した電子納
品用の.p21形式の２つがある。
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JACIC便り

今月よりXMLコラムを開始します。このコラ

ムでは、XMLに関するさまざまなトピックを取

り上げて皆さんにご紹介してまいります。XML

で何ができるのか、CALS/ECとどのような関連

があるのか、など、皆さんがXMLに対して興味

を持っていただけるような内容になればと考えて

おります。

XML（eXtensible Markup Language：拡張可

能なタグ付き言語）は、1998年に世に出て以来、

インターネット上での情報交換に最も適した技術

身近で使われているXML ～ NewsML
－XMLコラム【第１回】 －

CALS/ECツールのTAIKEN（報告）
－ ITベンダー10社との共催セミナー －

（近畿地方センター）

国土交通省では今年度から一部直轄事業におい

て電子納品が実施され、今後は受発注者ともに更

なる理解を深めていく必要があります。JACIC近

畿地方センターでは、平成13年10月３日から平成

14年１月24日にかけて、電子納品の最新動向及び

概要の修得と現在市販されている電子納品関連ソ

フト（電子成果品作成支援ソフト、CAD、デジ

タル写真管理ソフト等）の操作体験などを主な目

的とした「CALS/ECツールのTAIKEN」をITベ

ンダー10社との共催で開催致しました。講習会は

近畿地方センターのCALS/EC体験コーナー「建

設CALSコーナー/近畿」において実施し、公共発

注機関や受注企業の実務担当者など、28日間の講

習で延べ307名（８発注機関、107企業）の方が受

講されました。参加者の中には熱心に質問をされ

る方も多く、電子納品に対する関心の高さが伺え

ました。

なお、今回使用したソフトの一部は引き続き

建設CALSコーナー/近畿にて体験できます。詳

細は下記のホームページをご覧下さい。

（http://www.cals-kinki-unet.ocn.ne.jp）

●　共催企業は以下のとおり（開催日順）

中電技術コンサルタント㈱、山一工業㈱、㈱

建設システム、㈱ジェック、㈱フォーラムエ

イト、福井コンピュータ㈱、㈱ダイテック、

㈱ディーオーディーエス、川田テクノシステ

ム㈱、㈱きもと　　　以上計10社

（近畿地方センター建設CALS/EC推進室　次長　宮崎奏助）

３．支援方策

CALS/EC地方展開アクションプログラム(全国

版)に示された国土交通省・公益法人による支援

方策に加えて、次の取り組みを行います。

_他の自治体の取り組み状況、ITベンダー・

ASPの開発状況、及びiDC等のアウトソーシン

グの可能性に関する情報交換 （公情協メンバ

ー相互による）

`発注者及び受注者に対する講習会の実施

（JACIC近畿地方センター等による）

a国の実証実験・試行運用・本運用の結果報告、

実証実験計画策定・運用支援及び効果の把

握・想定支援（近畿地方整備局、JACIC近畿

地方センター等による）

bシステム開発に対する支援や相談窓口的役割

（事柄に応じて支援内容・支援主体を検討）

（近畿地方センター建設CALS/EC推進室　室長　竹田良邦）
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として、現在ではビジネスのさまざまな分野で広

く利用されるようになってきました。これほど短

期間に世界中に広まったコンピュータ技術はかつ

てなかったといっても過言ではありません。既に

皆さんも、XMLという言葉はいろいろなところ

で耳にされていることと思います。

今回は、XMLがすでに身近なところで使われ

ている例として、NewsML（ニューズエムエル）

を取り上げてみます。

NewsMLは、インターネットでニュースを配

信するためのXMLです。NewsMLは記事や画像、

動画､音声などを組み合わせたニュースを作るこ

とができます。NewsMLで作られたニュースで

は、日付や見出しなどが意味を持ったデータにな

っていますので、データとしての管理や検索が容

易です。また、国際新聞電気通信評議会という団

体で国際的に標準化しているので、世界中どの報

道機関同士でもスムーズにデータのやり取りがで

きることになります。

報道機関にとってはニュースの配信や管理にか

かるコストを減らすことができ、ニュースを見る

側にとっては、より早く世界中のニュースを見る

ことができるようになるわけです。

NewsMLについては、

http://www.mainichi.co.jp/digital/newsml/で紹

介されていますので、ご覧になってみてください。

今回のもう１つのトピックとして、１冊の本を

ご紹介します。

『図解　そこが知りたい！XMLがビジネスを

変える！』（岡部恵造　著、翔泳社）です。この

本はXMLに関する話題を広く取り上げており、

XMLの全体像を把握するのに適しています。他

のXML関連書籍のほとんどが技術的な解説書な

のに対して、技術者以外の方でも読みやすい内容

だと思います。一度書店でお手にとって見られる

ことをお勧めします。

(標準部　XMLチーム)

慶應義塾普通部「GIS Note」で
第８回マイタウンマップ・コンクール国土交通大臣賞受賞
慶應義塾普通部（慶應義塾の一貫校の中学段階）

の生徒の皆さんが地理の授業で「GISNote」を用

いて作成した「日吉の街とバリアフリー」が、第

８回マイタウンマップ・コンクール（財団法人

情報処理教育研修助成財団主催）で国土交通大臣

賞受賞の栄に輝きました。

慶應義塾普通部では太田弘先生の指導の下に、

地理授業での野外調査学習に積極的な取り組みが

行われてきました。JACICは教育の場での利用を

目的に開発した地理情報システム「GIS Note」

と横浜市日吉周辺の地図データ「JACIC TOWN」

を提供して技術面の協力をした経緯があります。

今回の研究にあたってはこれらのシステムやデー

タを有効に活用されたとのことです。

マイタウンマップ・コンクールは、「ぼくの街

わたしの村」～インターネットで見る生活地図づ

くり～をテーマに、情報通信技術を活用して国内

や世界の人々に身近な生活の様子を知らせあう、

相互理解を高めることを目的とした「生活地図」

のアイディアを募る事業です。

今回、国土交通大臣賞を受賞した「日吉の街と

バリアフリー」は、中学生が自分たちの学校のあ

る日吉の町について「いったいどのくらいお年寄

りや体に不自由な人たちのためのバリアフリー化

NewsMLで作られたニュースの画面と、NewsMLのソース
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平成13年度ＲＣＣＭ資格試験合格者発表

JACICでは、平成13年９月に、平成13年度

RCCM資格試験の受験者を対象に全国各地で12回

のRCCM資格試験受験準備講習会を開催しまし

た。

平成13年度のRCCM資格試験は、平成13年11月

11日（日）に実施され、この合格者が、平成14年

３月１日（金）に発表されました。合格者は以下

に示すように2,261名です。平成３年度より実施

してまいりましたRCCM資格試験の合格者は、今

回で合計25,621名となりました。

おおむね講習会の受講者の方が非受講者に比べ

合格率が高く講習会の成果が出ていると言えま

す。

合格者の詳細はJACICのホームページ「建設関

連情報」「お知らせ」の「講習会・セミナー試験

予定・結果」に掲載しています。

なお、平成14年度のRCCM資格試験は、平成14

年11月10日（日）に予定されており、RCCM資格

試験受験準備講習会は、以下のように予定されて

おります。

平成13年９月９日～９月27日（全国12会場）

（企画調整部　参事　柳沢成一）

が進んでいるのか」調査したものです。実際に車

椅子に乗って街なかのバリアを体験するなど、高

齢者や身体障害者の立場で現状が調べられていま

す。「まだいたるところにバリアがある中で、僕

たちにできることはまず心のバリアをなくして、

ちょっとした心配りをしよう。障害の有無を問わ

ず、全ての人々が利用できる街になればいいな。」

と結論づけています。

これまでにJACICは、「GIS Note」を全国90近

い小中高大学に無料で提供してきました。地理情

報システムが教育の場でさまざまに活用されるこ

とを期待していましたので、今回の受賞は大変喜

ばしいことです。今後、バージョンアップによっ

て改良を加え、更に使いやすいものとし、教育関

係者以外にも配布対象を広げます。GISの知識や

技術の習得にお役立ていただきたいと考えていま

す。

（研究第三部　主任研究員　槇本純夫）

部門別合格者数�

部　　　門�

合　　　計�

受験者数�
（人）�

合格者数�
（人）�

合格率�
（％）�

河川、砂防及び海岸�
港湾及び空港�
電力土木�
道路�
鉄道�
上水道及び工業用水道�
下水道�
農業土木�
森林土木�
造園�
都市計画及び地方計画�
地質�
土質及び基礎�
鋼構造及びコンクリート�
トンネル�
施工計画、施工設備及び積算�
建設環境�
建設機械�
水産土木�
電気・電子�

823�
74�
31�

1,384�
32�
144�
505�
370�
76�
70�
357�
151�
532�
446�
95�
427�
356�
13�
22�
228�

6,136

354�
31�
9�

423�
16�
52�
156�
119�
31�
24�
133�
54�
196�
205�
49�
139�
192�
4�
9�
65�

2,261

43.0�
41.9�
29.0�
30.6�
50.0�
36.1�
30.9�
32.2�
40.8�
34.3�
37.3�
35.8�
36.8�
46.0�
51.6�
32.6�
53.9�
30.8�
40.9�
28.5�

36.8

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。
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JACIC news   平成14年4月1日発行　第三種郵便物認可

２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】

13日　インターネットで空中写真の閲覧サービスを開始

－“私の街はこんなに変わった”－ （国土地理院）

18日　防砂板を有する人工海浜の点検結果（速報値）

（河川局）

28日　建設関連業等の動態調査報告　平成14年１月

（総合政策局）

【地方建設情報】（北海道－中部）

15日　2005年日本国際博覧会（愛・地球博）政府館に係る公募

型プロポーザル方式の概要について ［中部地整］

15日　平成13年度　二次補正予算における舗装工事の総合評価

落札方式の施行について ［関東地整］

20日　平成13年度　国土交通省PFIセミナーの開催について

［東北地整］

【地方建設情報】（近畿－沖縄）

８日　生きものにあふれた多様な環境を目指して

［近畿地整］

20日　「平成14年度　近畿地方整備局管内技術研究会発表会」

の開催について ［近畿地整］

26日　一般国道２号及び43号における大気常時観測局の設置に

ついて ［近畿地整］

【公募情報（国・公団等）】637件

【公募情報（地方公共団体）】428件

国土交通省河川局では、河川業務へのIT活用

の一環として平成10年12月に「河川基盤地図デー

タ作成のガイドライン（案）」および平成11年11

月に「河川基幹データ整備標準仕様（案）」（以下、

「旧ガイドライン等」という）を定めるとともに、

旧ガイドライン等に準拠したプロトタイプのデー

タベースシステムを開発しモデル事務所において

試験的に運用を行ってきました。

この試験運用結果等を踏まえ、旧ガイドライン

等を見直し、平成13年12月に「河川基盤地図ガイ

ドライン（案）」、「河川基幹データベースシステ

ム標準仕様（案）」（以下、「新ガイドライン等」

という）として改定を行い、北海道開発局、各地

方整備局、都道府県に通知しました。

併せて、新ガイドライン等に準拠して、プロト

タイプシステムを改良し、全ての河川関係事務所

への本格的な導入を進めています。

河川基幹データベースシステム（以下、「河川

基幹DBシステム」という）は、河川GISの中核

をなすシステムとして、河川現況台帳等河川行政

に関わるあらゆる情報を河川基盤地図等の地図と

併せて電子化し一元的に管理を行うとともに、情

報の共有化を進めることにより各種業務全般をサ

ポートするものです。

また、現在は、職員向けの内部用システムです

が、今後は、より一層の機能強化・データの蓄積

を図ることにより情報公開等の支援システムとし

て、国民の多種多様なニーズに応え、河川行政の

合理化・高度化に資するものと期待されていま

す。

ú日本建設情報総合センターでは、新ガイドラ

イン等について、河川関係事務所職員はもとより、

地方自治体職員、河川基幹DBシステムに関連す

る業務を受託するコンサルタント会社職員等関係

者に平易に理解していただき、河川関係事務所等

における河川基幹DBシステムの円滑な導入・利

活用・運用管理等に資するため、国土交通省河川

局河川計画課の監修により、新ガイドライン等の

各条文毎に解説を付してとりまとめ、この度発刊

いたしました。入手を御希望の方は、発売元〔株

式会社　大成出版社（TEL 03－3321－4134）〕ま

でお問い合わせ下さい。

（研究第一部　首席研究員　白鳥昭浩）

河川基盤地図ガイドライン（案）解説、
河川基幹データベースシステム標準仕様（案）解説の発刊


