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1．概要 

JACICでは「建設情報標準化委員会」の下に設置した

「CADデータ交換標準小委員会（委員長：寺井達夫 千

葉工業大学助教授）」において、異なるCAD間のデー

タ交換を円滑に行うためのCADデータ交換標準仕様

SXFを国際規格に準拠して開発しています。 

この国際規格は、様々な製造業の分野における製品デ

ータモデルについて審議しているISO TC184/SC4国際

会議で検討、策定されています。通称STEP会議として

ヨーロッパを中心に全世界的なレベルで年3回開催され

ており、今回はフランスの南西部ツールーズ（Toulouse）

で開催されました(2006.6.25～6.30)。 

JACICからはSC4の中の、WG3/T22に1999年より継

続的に参加し、ドイツ・韓国と協力して、各国間の仕様

調整や新しい規格の策定、既存規格の改訂等に関して主

導的に活動しています。 

 

2．ツールーズ会議参加の目的 

平成17年10月のSTEP杭州会議において、韓国により

提案されたAP241「Generic model for Lifecycle support 

of AEC facilities（AEC施設のライフサイクルサポート

のための包括的なモデル）」に対して、IAIより競合す

る部分が多い点が指摘されました。今回の会議以前に

ISOとIAIで幾度もの調整会議が行われ、それぞれの位

置づけをほぼ明確化できたため、その確認・合意が今回

のツールーズ会議の第一の目的でした。 

また、AP202（製品形状と関連した製図）の５年ごと

の見直し投票に際し、AP202及びAP201（図面表示のた

めの製図）の改定の必要性を各国に提言することも目的

となっていました。 

 

3．会議内容 

ISOとIAIとで合意に至った文書内容に関する説明を

受けた後、日本からも数箇所の修正・追加の必要点を述

べ、改めてIAI同席の下、手直しを行った文書に関する

合意を得ることができました。今後はこの合意に基づい

て韓国提案を修正し、再度諮られることになりました。 

 

LCDM (Life Cycle Data Management)

ISOツールーズ会議 
－ ISO TC184/SC4/WG3/T22 － 

1． オブジェクト指向のデータ交換とXML 

分野や組織を超えて情報を共有するには、①データがア

プリケーションに依存しないことと、②データの定義が

明示的であることが必要です。この条件に合ったデータ

形式として、XML (extensible markup language)が1998

年にW3C （World Wide Web Consortium）によって公

開され、多くのデータベースで使われ始めています。

XMLでは、＜開始タグ＞データ＜終了タグ＞という基

本構造で、データの一つ一つに「タグ」が付けられてい

るため、タグの名称でデータの意味が明示されています。 

しかし、タグ名などがデータベース毎にばらばらに定義

されると、せっかくXMLでデータ化しても互換性がと

れなくなります。実際、XML化で先行した米国では、

当初XMLの仕様が乱立し、混乱を招いた経緯があります。

このため、XML仕様を「レジストリ」に登録し、誰で

も閲覧できるようにすることで、別の仕様を新たに開発

する無駄を省き、仕様の乱立を防ぐ仕組みが考え出され、

うまく運用されています。 

 

2． LCDMフォーラム 

LCDMとは、我が国の建設分野のための、レジストリと

ポータルなどからなる、XMLデータ流通基盤の仕組み

です。LCDMの実現を目的として、平成17年2月に2年間

の時限でLCDMフォーラム（会長：須藤修 東京大学教

授）が設立されました。フォーラムは、レジストリ、ポ

ータル等の技術や、ビジネスモデルの検討と普及活動を

行う民間活動組織で、JACICはフォーラムに特別会員と

して参加するとともに、副会長（今岡亮司）を務めてい

ます。 

フォーラムでは、これまでに利活用ニーズの把握、利活

用モデルの検討、制度・運用上の課題、システムコンセ

プト要件定義などについて集中的に検討を進め、ほぼ半

年毎にセミナー等の場で公表してきました。去る9月28

日には、これまでの活動の集大成として、LCDM実現イ

メージのデモを提示するとともに、今後の展開について

の期待をパネルディスカッションで議論しました。また、

10月末には米国での実運用状況を現地調査する予定です。 

（標準部　部長　　秋山　実） 

CALS/ECコーナー 
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１．はじめに 

CALS/EC資格制度事業は、「CALS/EC地方展開アク

ションプログラム（全国版）」（平成13年6月国土交通省

策定）に位置づけられた、地方公共団体等への

CALS/ECの導入・普及を支援する人材育成事業です。 

本事業はJACIC理事長が資格認定を、(社)建設コンサ

ルタンツ協会が試験・登録事務を担当しています。 

資格にはCALS/ECインストラクター（RCI）と

CALS/ECエキスパート（RCE）の２種類があり、登録

者数はRCIが2,584名、RCEが315名となっています。（平

成18年９月15日現在）。 

 

2．「CALS/EC資格試験」の受験状況と結果 

平成18年度の受験状況と結果は次の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

詳細は、http://www.cals.jacic.or.jp/参照 

 

 

試験結果をみると、RCIでは電子調達分野の得点率が

低く、RCEでは公共事業の経験が不足していたため、合

格基準に満たなかった受験者が多くみられました。 

合格者を地域別にみると、RCI・RCEとも関東地域が

最も多く、次いで九州地域となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．おわりに 

合格された皆様には、RCI・RCEに登録していただき、

地方公共団体等への普及などCALS/ECに関する様々な

活動に携わり、適正かつ効率的な公共事業の遂行の一翼

となることを期待しています。 

（CALS/EC部　研究員　新良京子） 

 

平成18年度「CALS/EC資格試験」合格者発表 

AP202及びAP201改訂の必要性に関しては、各国とも

認識することはできました。日本としても認識はしてい

るが、AP203（形態管理された設計）との関わりの中で

AP202の適用範囲を考えていく対応が望ましいと考えて

いる旨を報告し、AP202およびPart46（統合総称リソー

ス：可視表示）を改良する場合は、可能な範囲で協力す

る旨のコメントをしました。 

4．今後の予定 

今回の韓国提案に関する投票は、IAIとの合意も得ら

れているため、可決されるものと考えられ、今後本格的

にAP241として開発が進む見込みです。 

AP241は今後の日本におけるプロダクトモデル開発（SXF

レベル4開発）にも影響を与えると考えられるため、日

本側としても必要な意見や修正案を提示して開発に関わ

っていく予定です。 

なお、次回のSTEP会議は10月にアメリカのハーシー

（Hershey）で開催されます。また、来年7月には日本（鹿

児島県指宿市）で開催される予定です。 

（CALS/EC部　電子納品室　主任研究員　加納　睦） 

 

（略語の正規表現およびその概略） 

ISO（International Organization for Standardization） 

TC184（Technical Committee184）産業オートメーシ

ョンシステム及びインテグレーション部門 

SC4（Sub Committee4）産業データ部門 

WG3（Working Group3）応用分野のプロダクトモデル

を扱う作業グループ 

T22（Team22）Building&Constructionを扱うチーム 

SXF （Scadec data eXchange Format） 

STEP（STandard for the Exchange of Product data 

model）製品データの交換と共有化の標準モデル 

AEC（Architecture Engineering and Construction）建

築、工学、建設などの産業全体を指す 

IAI （International Alliance for Interoperability） 

地域別合格者数 
表　RCI試験・RCE試験の受験状況と結果 

試験 

RCI 

RCE

申込者 
（A） 

935名 

  77名 

受験者 
（B） 

844名 

  76名 

合格者 
（C） 

406名 

  58名 

合格率 
（C/B） 

48.1％ 

76.3％ 

受験率 
（B/A） 

90.3％ 

98.7％ 
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－  「情報共有」の導入効果と目的 － 

1．はじめに 

国土交通省は、1997年度に「建設CALS/EC アクショ

ンプログラム」、2001年度には、建設CALS/EC、港湾

CALS及び空港施設CALSを統合した「国土交通省

CALS/ECアクションプログラム」を策定し、現在は

「CALS/ECアクションプログラム2005」として

CALS/ECを推進しております。 

これらの目標を達成するため、JACICでは、情報共有

システムを活用した施工品質の確保・向上、電子検査の

導入や維持管理との連携等の検討及び、導入支援を行っ

ています。 

 

2．CALS/ECにおける情報共有 

CALS/ECにおける情報共有は、公共事業に関する必

要な情報を、事業プロセスにおいて受発注者間で電子的

に相互利用することです。 

情報共有システムは、受発注者間で利用されることに

よって、より大きな効果が期待できると考えられます。 

 

3．情報共有の期待される効果 

「情報共有」は、業務の効率化、高度化を実現するた

めの方策のひとつです。工事着手段階から竣工に至る各

段階で発生する様々な情報を関係者間で一元的に管理・

共有することで、業務時間の短縮、資料作成等の作業軽

減や業務の質の向上等の効果が期待できます。 

 

4．情報共有に関する標準化の必要性 

公共建設事業は、国土交通省、地方公共団体ごとに

異なる様式、基準を用いて実施されています。また、

情報共有システムやASP等のサービスもベンダーごと

に異なる様式、基準で提供・運用されています。これ

により、特定の案件だけを対象とすれば、一定の業務

効率を向上することが可能ですが、「情報共有」の効

果を最大限に引き出すためには、受発注者がどのよう

な情報共有システムを使用しても、違和感なく使用で

きる環境やシステムの互換性を確保すること、すなわち、

以下のような標準化が必要であります。 

①　工事における業務の標準化 

②　情報共有システム仕様の標準化 

③　標準の普及活動 

 

5．おわりに 

電子データで授受される書類の増加、IT環境の普及

および電子納品の運用開始などを背景に、電子媒体で

の書類管理が進んでいます。しかしながら、ファイル

を転用する程度の利用が多く、共有された情報を活用し、

業務の効率化を図るまでには至っておりません。 

「情報共有」の普及のためには、業務プロセスの改

善案や、さらなる電子化（XML文書、メッセージ交換

方法などの改善）をするとともに、利用者が実感でき

る効果を明確に示すことが重要であります。 

（CALS/EC部　主任研究員　須川賢次） 

業務改善の豆知識（シリーズ3） 

図　CALS/ECにおける受発注者間の情報共有イメージ 

発 

注 

者 

側 

受 

注 

者 

側 

設　計 
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研究助成事業成果報告会開催のご案内 

JACICでは、当センターの設立目的に適合した研究企

画案に対し、研究助成を実施しています。平成17年度は

13件のテーマについて実施しました。 

この度、以下に示すプログラムで研究助成事業成果の

報告会（参加費：無料）を開催します。当センターの賛

助会員の皆様をはじめ関係各位、また一般の皆様のご

参加をお待ちしています。参加申込書はホームページ

（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます

ので、ご利用ください。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

平成18年度ＲＣＣＭ資格試験講習会終了 
シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成３年度に創設され、今年度で16年目とな

りました。昨年に引き続き、国土交通省後援の下、

RCCM資格試験に関する講習会を、９月に全国11会場で

開催しました。 

本年度は、平成14年度講習会から準備した解答集に、

平成15・16・17年度の問題を掲載するとともに専門分野

の過去問解答例を掲載する等によるテキスト内容の充実

を図りました。 

本年度の出席率は88.8％になり、台風の大きな影響も

無く無事終了しました。 

今後も、RCCMの普及と技術向上を目指し、講習内容

の充実に努めて参ります。 

なお、平成18年11月12日に行われる試験の合格発表は

平成19年３月１日JACICのホームページにも掲載します。 

　　　　　　　（企画調整部　副参事　小林保江） 

 

プログラム 
　　　　　　　　　開催日時：平成18年11月14日（火）13：30～16：50 

　　　　　　　　　開催場所：はあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4） 

　　　　　　　　　定　　員：200名 

 

13：30　挨　　拶 理事長　豊田高司 

13：35　道路維持管理分野における建設プロダクトモデルの構築と適用性に関する研究その２ 

 関西大学　教授　古田　均 

14：10　SXFの特長に基づく図面作成方法に関する研究 

 株式会社建設技術研究所　部長　礒部猛也 

14：45　休憩　（15分） 

15：00　建設現場におけるITを活用した生産性データ収集システムに関する研究 

 高知工科大学　教授　草柳俊二 

15：35　プロダクトデータモデルとオーグメンテッドリアリティを用いた施工検討システム 

 室蘭工業大学　助教授　矢吹信喜 

16：10　都市の通風可能スペースに関わる３次元データベースの構築 

 独立行政法人建築研究所　上席研究員　足永靖信 

16：45　閉会挨拶 理事　今岡亮司 

申込状況と出席状況 

開催地 

札　幌 

仙　台 

東京１ 

東京２ 

新　潟 

名古屋 

大　阪 

広　島 

高　松 

福　岡 

沖　縄 

合　計 

216 

217 

426 

202 

54 

239 

267 

 96 

128 

287 

 75 

2,207

開催日 

9/22（金） 

9/21（木） 

9/11（月） 

9/12（火） 

9/20（水） 

9/20（水） 

9/14（木） 

9/13（水） 

9/08（金） 

9/15（金） 

9/08（金） 

申込人数 

194 

187 

385 

183 

46 

211 

241 

  83 

117 

247 

　66 

1,960

出席者数 

JACIC便り 
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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　 
〒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 
ご意見・お問い合わせ先　http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html 
JACICホームページ　http : //www.jacic.or.jp/

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

ISO9001 登録 

MSA－QS－2368

 

　電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられた問い合せ

の主なものについて、紹介します。その他の項目につい

ても、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡ

Ｑ（よくある質問と答え）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

e-BISCコーナー 

 
回　　　答 

到着のお知らせメールは、電子入札システムで各通知書や受付票の

確認漏れを防ぐためにお届けしていますが、まれにメールの到着が

遅れる場合があります。メールはあくまでも補助機能です。各通知

書や受付票は電子入札システム上で確認して頂くようお願い致しま

す。 

 

 

 

 

端末を変更した場合、利用者登録を再度する必要はありません。新

しく用意された端末にソフトをインストールした後、インターネッ

ト環境の確認、java.policyファイルへのアドレス設定、接続確認を

実施して正常に動作するか確認して下さい。 

添付ファイルの内容や形式については、当該案件の発注者に確認し

て下さい。なお、証明書／提案書等を提出する際は、必ずファイル

を１点添付願います。2点以上のファイルは添付できません。 

質　　　問 

発注者から各通知書や受付票

が到着した際、到着のお知ら

せメールも届きます。 

毎回、メールの到着を確認し

てから電子入札システムにて

該当の通知書や受付票を確認

していますが、メールの到着

が遅れた場合はどうなります

か。 

電子入札システムで使用して

いる端末を新しく用意しまし

た。再度利用者登録を行う必

要がありますか。 

証明書/提案書等に添付する

ファイルの内容や形式につい

て教えて下さい。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

工事・業務 

 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

JACIC news　平成1８年１１月１日発行　第三種郵便物認可 

ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 9月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】   297件　【公募情報（地方公共団体）】  1442件 

【建設行政ニュース】 

４日　道路の走りやすさマップ“全国お試し版”の公表につ

いて （道路局） 

22日　平成17年度　環境物品等の調達実績について 

　　　 （大臣官房） 

27日　国土交通省環境行動計画モデル事業の実施について  

（大臣官房） 

29日　社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対

策部会中間報告「エレベーターの安全確保について」 

 （住宅局） 

29日　主要建設資材需給・価格動向調査結果（平成18年９月

１～５日現在）                               （総合政策局） 

【地方整備局ニュース】 

４日　「道路の走りやすさマップ（愛知県）お試し版」を作

成しました！～走りやすさが一目瞭然～ 

 （中部地方整備局） 

８日　あなたの思いを詩にしませんか　～ながい百秋湖詩歌

募集の知らせ～ （東北地方整備局） 

19日　【日本風景街道】みちづくりパートナーシップ「日本

海パークライン」設立！～「道」を通じた地域づくり

に向けて～ （北陸地方整備局） 

20日　～くりかえし掘り返される路上工事が減少し、交通が

スムーズに～三田共同溝トンネル貫通 

 （関東地方整備局） 

25日　京都市立梅小路公園において「グリーンサーカス

2006」～京都で鳴らすみどりの汽笛～を開催 

 （近畿地方整備局） 
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