
建設情報標準化委員会（委員長：中村英夫武蔵工業大

学学長、事務局：JACIC標準部）は、平成19年12月７日（木）

虎ノ門パストラルにて第16回委員会を開催しました。今

回は第三次推進計画に基づく初めての委員会で、新設再

編された各小委員会の活動計画が中心でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．委員会活動に関する事務局報告 
前回６月の第15回委員会以降の活動で、新しくなった

各小委員会の委員を公募したこと、第二次の成果報告会

を７月に開催したこと、第三次推進計画の内容に合せて

新しくパンフレットを作成したこと、などを事務局より

報告しました。 

2．各小委員会の活動計画 
第三次推進計画で承認された小委員会は下記のような

体制で、既に活動を始めております。小委員会傘下の

WGは今年度合計15個設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各小委員会の３年間の活動範囲と、委員会で承認され

た2007年度の活動計画は次のとおりです。 

（１）電子成果高度利用小委員会 
（小委員長：島崎敏一日本大学教授） 

この小委員会では、以下の３項目を担当します。 

・電子納品要領・基準類の改訂検討 

・施工現場の情報共有に関する要領案の作成 

・維持管理段階における電子データの効果的活用 

2007年度では「土木設計業務等の電子納品要領（案）」「工

事完成図書の電子納品要領（案）」「CAD製図基準（案）」

および「測量成果電子納品要領（案）」の改訂案を作成す

るとともに、「道路設計用三次元拡張DMデータ作成仕

様（案）」や工事情報共有システムに有効なXMLの検討を

行います。また次世代電子納品のあり方に関しても検討

を開始しています。 

（２）図面/モデル情報交換小委員会 
（小委員長：寺井達夫千葉工業大学准教授） 

この小委員会の検討範囲は以下の３項目です。 

・二次元CADデータ交換標準（SXF）の普及促進 

・三次元CADデータ交換標準に係る検討 

・CAD図面データと電子地図との連携検討 

2007年度としては、昨年の「道路中心線形データ交換

標準」の策定を受けて「道路横断形状データ交換標準（案）」

を策定します。これは道路分野の2.5次元とも言うべき標

準です。このほかSXFレベル３・レベル４に向けての検

討（プロダクトモデルの検討）をISO/TC184/ SC４にお

ける国際標準化活動と連動させながら、行っていく予定

です。 

（３）情報連携基盤小委員会 
（小委員長：柴崎亮介東京大学教授） 

この小委員会は第三次より新設された小委員会で、よ

り要素技術に近いところの技術的な検討を行います。そ

の検討範囲は以下のものです。 

・建設情報をXMLで記述するためのルール化 

・レジストリ・ポータルの検討 

・情報連携共通プラットフォームの検討 

2007年度は、「建設XML記述ガイドライン」の策定、

レジストリのプロトタイプ構築、ODF等の文書ファイル

長期運用性の検討などを予定しています。 

委員会に関連する記事は、JACICnewsの2007年８月号・

９月号・10月号にも出ています。また委員会の詳細や記

者発表資料に関しては、以下のホームページで参照して

ください。 

 

http://www.jacic.or.jp/hyojun/committee.htm 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

建設情報標準化委員会（第16回）開催 

ニュースと解説 
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２００８.２月号 

 

1．はじめに 

平成19年10月１日から６日までUN-ESCAPによりソウ

ル（韓国）で開催された「インフラ整備のための官民連

携国際会議」に参加しましたので報告いたします。 

 

2．UN-ESCAPとは 

UN-ESCAPとは「国連アジア太平洋経済社会委員会

（United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific）」でアジア・太平洋地域の経済の

発展、社会の開発のための調査・研究や勧告等を主な任

務としている機関です。西はトルコから東の太平洋のキ

リバス島国まで、また北はロシア連邦から南のニュージ

ーランドまでを対象とし、アメリカ、イギリス、フラン

スを含めた62カ国が加盟（53カ国が正式加盟、準加盟国

は9カ国）しています。 

 

3．インフラ整備のための官民連携国際会議 

（1）目的 

アジア・太平洋地域においては、交通システム、水資

源施設、電力供給システム等の社会資本（インフラ）が

著しく不足しており、これら国民生活に密着したインフ

ラ不足が今日の社会的コストの増大をもたらしています。 

近年、このようなインフラ不足を克服するため、官民

連携（PPP：Public-Private Partnerships）が重要な社会

資本整備モデルの一つとして特に注目されつつあります。 

UN-ESCAPは、大韓民国政府（計画財務省及び韓国開

発研究所）の協力を得て「インフラ整備のための官民連

携国際会議（High-level Expert Group Meeting on 

Public-Private Partnerships for Infrastructure Development：

PPP2007）」を開催しました。 

本会議では、アジア・太平洋地域各国政府高官や国際

機関の専門家等が一堂に集って、将来的な官民連携のあ

り方に係るビジョン・戦略について意見交換・議論を行

うと共に「アジア・太平洋地域ビジネスフォーラム」を

開催し、公共・民間セクターによりそれぞれの観点から

議論が行われました。 

 

（2）会議概要 

本会議における専門家会合では、官民連携に係る政策、

統治（ガバナンス）のあり方などをテーマにアジア・太

平洋地域内における先進事例を紹介する場が設けられ、

日本の建設分野における電子化の取り組み状況について、

JACICに発表の要請がありました。 

JACICは、日本の建設分野の現状とJACICが取り組ん

でいる電子入札・電子納品をはじめとするCALS/EC関

連活動や、UN/CEFACT（貿易簡易化と電子ビジネス

のための国連組織）においてJACICが中心となって進

めてきた電子入札国際標準の策定などについて梅原理

事より紹介を行いました。 

また、JACICの他には、韓国政府・財務経済省の所

管団体である公共調達サービス（PPS：Pub l i c  

Procurement Service）より、韓国政府の電子調達シ

ステムについて紹介がありました。 

今回発表されたCALS/EC関連活動をはじめとする

最新の情報通信技術（ICT）の活用は、今後のアジア・

太平洋地域における官民連携プロジェクトの実施・推

進に当たり重要との認識が得られ、会議の最終成果と

して「官民連携における良好な統治の推進・実現に当

たっては、最新の情報通信技術の活用が重要となりうる」

ことなどを盛り込んだソウル宣言が閣僚会議で報告、

全会一致で承認されました。 

なお、会議には、UN-ESCAPの加盟国中、20カ国が

参加し、そのうち閣僚級が参加したのは14カ国に上り

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．その他 

本会議に参加すると共に、在ソウル日本大使館のご

協力により清渓川（Cheong Gye Cheon）の現地調査

を行う機会が得られました。 

ソウル市内を流れ、1967～71年の高架道路建設に際

して暗渠化が行われた清渓川は、2000年代に入り市民

の署名などにより清渓川復元の世論が高まったことを

受け、2003年７月から2005年９月にかけ老朽化が問題

となっていた清渓高架道路の撤去と同時に河川再生事

業が実施されたことで知られています。 

今回は、清渓川文化館を訪問し、再生事業の概要に

ついて説明を受けるとともに、再生事業の起点となる

清渓広場等の調査を行いました。 

 

（CALS/EC部　主任研究員　菊地　修） 

UN-ESCAP会議出席報告 

ニュースと解説 

 
会議で発表する梅原理事 
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1．概要 

JACICでは建設情報標準化委員会・図面/モデル情報

交換小委員会（委員長：寺井達夫 千葉工業大学准教授）

での格付けを踏まえて、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。このような国際規格は、

英語名で“ISO”と呼ばれる機構のTC184/SC4国際会議

において様々な製造分野における製品データモデルが審

議・策定されてきました。本会議は通称STEP会議とし

て全世界的なレベルで年３回程度開催され、今回は平成

19年10月29日から11月２日までアメリカ・テキサス州ア

ービング（Irving）で開催されました。 

JACICからは平成11年よりSC4の中のWG3/T22に継続

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体

的に活動してきました。 

 

2．アービング会議参加の目的 

このたび開催されたアービング会議には、JACICの

CALS/EC部電子納品室より池田室長、村井主任研究員、

加納主任研究員、そしてT22の座長でもある千葉工業大

学の寺井准教授、室蘭工業大学の矢吹准教授らが参加し、

２次元図面データの交換標準及び３次元プロダクトモデ

ルのデータ交換に関する国際的な動向について調査を行

うとともに、日本における各種関連活動報告を行いました。 

また、一昨年、韓国から提案され昨年７月にWDが作

成された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）」に関して、モデルの概念や

各ドメイン（道路、橋梁等）の位置付け、モデルの適用

範囲等について、提案者である韓国側及び関係機関と協

議・調整等を行いました。 

 

3．会議内容 

本会議では、STEP会議とLiason（連携）関係にある

IAIの代表者からIFCに関する開発動向の報告があり、

IFCを国際標準化する動きにT22も協力していくことが

確認されました。 

また、寺井准教授より建設情報標準化委員会・図面/

モデル情報交換小委員会の活動や、TC59/SC13との

Liasonの立場でその動向について発表が行われました。

JACICからはSXFの開発、道路工事完成図等作成要領の

基本方針及び運用について報告を行いました。 

更に、AP241モデル内の各ドメインの位置づけに関し、

日本から改良案を提示、討論の結果、日本案が取り入

れられることとなりました。 

 

4．今後の予定 

STEP会議については、今後も引き続き開催され、

次回会議は平成20年３月にアメリカ・ケンタッキー州

のルイビル（Louisville）で、６月には南アフリカ共和

国のサンシティ（Sun City）で、そして11月には大韓

民国の釜山でそれぞれ開催される予定です。 

また、AP241については、平成20年3月末までにCD

を作成する必要があるため、１月に日本と韓国側とで

集中的に討議を行うこととなりました。 

JACICでは、このような国際標準化活動の動向につ

いて継続的に注視していくとともに、必要に応じて日

本で開発・運用されている技術・ノウハウを提案・反

映できるよう取り組んでいきたいと考えております。 

（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）

国際標準化機構 

TC184（Technical Committee 184）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に関する委員会 

SC4（Sub Committee 4）産業データ部門に関する委員会 

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 

WG3（Working Group 3）応用分野のプロダクトモデ

ルを扱う作業グループ 

T22（Team 22）Building&Constructionを扱うチーム 

WD（Working Draft）作業原案 

AP（Application Protocol）適用規約・利用規約 

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） 

IFC（Industry Foundation Classes）IAIが定義する建

物を構成する全てのオブジェクトのシステム的な表

現方法の仕様 

TC59（Technical Committee 59）ビルディングコンス

トラクション 

SC13（Sub Committee 13）建設生産における情報の統

合化 

CD（Committee Draft）委員会原案 

２００８.２月号 

 

ISO アービング会議 
－ISO TC184 / SC4 / WG3 / T22－ 
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２００８.２月号 

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す

る研究企画に研究助成を実施しています。平成18年度に

は12件の研究助成を実施し、平成19年11月に「第５回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。この報告会で

発表されなかった研究について、２月号から順次研究助

成成果概要を掲載します。 

本号では、今回、追加掲載している平成17年度研究助

成事業である宇都宮大学　池田先生の研究を紹介します。 

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。 

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html 

また、平成18年度の研究助成をまとめた報告書をご希

望の方は、企画調整部（03-3584-2404）まで連絡ください。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

第２００５－８号 

ＸＭＬによる河川網の記述とオブジェクト指向プログラ

ミングおよびデータ流通への活用 

宇都宮大学大学院工学研究科　准教授　池田　裕一 

 

本研究は、XMLにより河川網を記述し、それを用い

て1次元不定流計算を行うアプリケーションを、Java言

語で開発することを目的としたものである． 

１次元開水路不定流は、支配方程式自体はさほど複雑

なものではないが、さまざまな外部あるいは内部の境界

条件を扱い、河川の分合流も考慮して河川網を扱うこと

を考えると、アプリケーション全体はかなり複雑なもの

になる。 

そこで、この問題にオブジェクト指向プログラミング

（以下、OOP）を適用し、いわば開水路網の入れ子状

態を扱う仕組みをも組み込むことにした．加えて、

OOPにおけるデザインパターンの考え方を取り入れて、

プログラムの可読性とプログラムコードの再利用性の向

上を目指した。 

また、最近よく普及しているデータ記述言語XMLを

利用して、河川網の入れ子構造を簡便に記述する方法を

検討した。 

XMLで記述されたデータをJavaプログラムで活用す

るために、さまざまなプロジェクトでプログラムの開発

が行われている．その成果を有効利用することで、アプ

リケーション構築の効率化を図ることにした。 

その結果、以下の知見が得られた。 

河川網を小規模な河川網の入れ子構造として構成する

ために、OOPのデザインパターンにおけるCompositeパ

ターンが有効であることがわかった．また開水路網の入

れ子構造を順に巡りながら、さまざまな処理を行う場合

には、デザインパターンのVisitorパターンを活用すれば

よいことがわかった。 

OOPの継承と多態性を活用して、河川網の不定流計

算プログラムが簡潔に直感的にコーディングできること

を示した．すなわち開水路インスタンスを生成して、そ

の上下流端に境界条件としての境界点インスタンスをセ

ットし、それらを開水路網の構成要素として加えていく

ようなコーディングを可能にした。 

しかも小規模な開水路網を生成するコードを手直しせ

ずに、より大きな開水路網に組み込むことができるので、

プログラムコードの再利用あるいは段階的で効率的な開

水路網の構築が可能であることを示した。 

XMLにより河川網の入れ子構造を記述するには、

XIncludeを用いると見通しがよくなることを示した．

そして本研究で扱う開水路網を記述するXML規則を示

した。 

Jakarta Commons Digesterを活用することにより、

XMLファイルから河川網インスタンスを生成するプロ

グラムを簡潔にコーディングできることを示した． 

河川網の構成要素のデータとそのデータからインスタ

ンスを生成するルールを、ともにXML形式のファイル

として、プログラム本体から独立させることで、アプリ

ケーションのメンテナンスやオプションの追加が容易に

なることを示した。 

Jakarta Commons Betwixtを活用することにより、

河川網の不定流の計算結果をXML形式で出力するプロ

グラムを簡潔にコーディングできることを示した。 

計算結果の出力形式をマッピングファイルを用いてカ

スタマイズすることにより、河川網の入れ子構造を反映

させながら、必要なデータをXMLファイルに出力する

ことが出来た．これにより、計算結果をもとに、もとの

河川網と同じ入れ子構造を有する新たなインスタンスを

生成して、さまざまな処理を実行するアプリケーション

を容易に構築できるであろうことを考察した。 

今後の課題としては、アプリケーションにさまざまな

解析機能を追加していく場合の戦略として、OOPの

Bridgeパターンを検討する必要があること、今後の

XMLデータの流通の発展のためには、影響力の大きな

XMLデータ仕様との整合性を図りながら、活用の度合

いを高めていくことが必要であることを指摘した。 

研究助成成果概要 

JACIC便り 
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近畿地方センターは２府５県を担当地域として、平成

６年９月に設立され、本年15年目を迎え、さらなる国土

交通行政の支援を目指し業務の推進を図っています。 

以下に平成19年度の主な活動を紹介します。 

1．「建設技術展2007近畿」への出展 

開催年月日：平成19年10月11日（木） 

　　　　　　　　　～10月13日（土） 

開催場所：インテック大阪（大阪南港） 

【JACICからの情報提供】 

○当地方センターからの情報提供は、近年工事等の実績

が入札等で重視される中でCORINS・TECRIS登録の注

意事項のパンフレットを配布するとともに来場者に対し

説明を行いました。 

開催３日間での総入場者数は、約11千人でした。 

 

 

 

2．電子入札近畿連絡会議 

開催年月日：平成19年12月13日（木） 

　　　　　　14時00分～16時30分 

開催場所：大阪府立労働センター 

出席機関：国土交通省、６府県、３政令市、 

　　　　　２電子共同利用団体（14市）、 

　　　　　１公社等の13機関49名の出席 

主な議題 

１）各機関においての電子入札に係る質問・要望・運用

状況について 

２）電子入札に関する最近の動向等（情報提供） 

○本会議は電子入札を運用している公共発注機関の会議

であり、議題の内容も専門的かつ切実な要望・質問が多

く活発な意見交換の場になりました。 

今後、本会議とは別に電子入札の導入を予定されてい

る地方公共団体を対象に担当者会議を開催する予定です

ので多くの団体の参加をお願いします。 

近畿地方センターの活動 

２００８.２月号 

来場者に説明する職員 電子入札近畿連絡会議模様 

3．各府県別市町村のCORINS／TECRIS検索システム導入・登録義務付け状況 

＊①各府県の市町村のみを対象ただし政令都市は除く　②平成19年７月現在で作成　③JACIC　近畿地方センター調べ 

（近畿地方センター長　今井範雄） 

府県別 
市町 

村数 

CORINS関係 TECRIS関係 

システム導入 登録義務付け 登録義務付け システム導入 

数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 

福井 

滋賀 

京都 

大阪 

兵庫 

奈良 

和歌山 

計 

17 

26 

25 

41 

39 

39 

30 

217

16 

24 

25 

37 

37 

30 

28 

197

7 

9 

10 

13 

17 

10 

5 

71

4 

11 

14 

14 

6 

7 

9 

65

4 

5 

9 

6 

5 

6 

3 

38

94.1 

92.3 

100.0 

90.2 

94.9 

76.9 

93.3 

90.8

41.2 

34.6 

40.0 

31.7 

43.6 

25.6 

16.7 

32.7

23.5 

42.3 

56.0 

34.1 

15.4 

17.9 

30.0 

30.0

23.5 

19.2 

36.0 

14.6 

12.8 

15.4 

10.0 

17.5
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ISO9001

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 

 
回　　　答 

入札説明書等ダウンロードシステムは電子入札システム推奨環境に

掲げるソフトウェア仕様のOS、JREと同じです。 

電子入札システムの推奨OS、JREにつきましては、e-BISCセンター

ホームページ左MENUの事前準備「電子入札準備手順書一覧【共通】」

の「電子入札参加に当たって準備を行なうもの」から、「②パソコ

ンとソフトウェア」の「電子入札推奨環境」よりご確認ください。 

発注者が設定した文書配布期間が開始していないか、又は文書配布

期間が終了している可能性があります。 

文書配布期間については入札公告や指名通知書等の記載内容をご確

認頂き、ご不明な点につきましては案件の発注者にご確認ください。 

質　　　問 

入札説明書等ダウンロードシ

ステムについて、対応する

OSとJREについて教えてくだ

さい。 

 

 

 

入札説明書等ダウンロードシ

ステムにおいて、ダウンロー

ド文書一覧表示画面に掲載さ

れている文書「ファイル名称」

のリンクをクリックしても画

面が変わらず、文書をダウン

ロードできません。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

工事・業務 

 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

 

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。 12月のニュースから 

【公募情報（国・独法等）】   200件　【公募情報（地方公共団体）】  1519件 

【建設行政ニュース】 

13日　「地理空間情報プラットフォームによる国土交通情報

の活用推進」共同研究開始～地理空間情報活用推進

基本法が描く空間情報社会実現の第一歩として～ 

 （大臣官房） 

25日　国土全域を一枚に表示した英語版の地図（500万分1

「JAPAN AND ITS SURROUNDINGS」）を初めて

刊行 （国土地理院） 

26日　ソフト系IT産業の実態調査＜平成19年３月時点調査：

結果のポイント＞                            （国土計画局） 

26日　国土交通省における随意契約の総点検、見直しについ

て （大臣官房） 

27日　国土交通経済（平成19年９月・10月分）の概況 

                                                             （総合政策局） 

【地方整備局ニュース】 

14日　荒川河川敷等で不法投棄物等の一斉撤去を実施しまし

た。（荒川クリーン協議会活動結果報告） 

 （関東地方整備局） 

17日　東北における総合的な治水対策に向けた取り組みにつ

いて （東北地方整備局） 

18日　平成18年度における四国地方整備局の『公共事業コス

ト構造改革』実施状況について （四国地方整備局） 

21日　東海環状自動車道開通後もオオタカの継続的な繁殖が

確認される （中部地方整備局） 

25日　平成19年度　発注者支援技術者（土木）の認定につい

て （中部地方整備局） 
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