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教育情報アプリケーションユニット標準仕様書 正誤表 

 

対象ドキュメント 

 

 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

  

№ ドキュメント名 不明瞭・間違い内容 対応方針 

01 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-8-2」データ一覧 P167 

「心臓」－「臨床医学的検査」の項目につい

て、外字使用の欄に○が記載されていない。 

外字使用欄に「〇」を追記。 

02 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-8-1」データ一覧 P78 

「指導に関する記録 2」の最大出現回数が

「N」回に対して、「指導に関する記録 1」の最

大出現回数が「1」となっている。 

「指導に関する記録 1」と「指導に関する記録 2」では、繰り返し

の範囲が異なっている。「指導に関する記録 1」は「学年」で繰り

返す仕様、「指導に関する記録 2」は全体を繰り返す仕様となっ

ている。誤解を生む可能性があるため、「指導に関する記録 2」

と同様、「指導に関する記録 1」の最大出現回数を「1」から「N」

に訂正。また、この訂正に伴い、「指導に関する記録 1」の「学

年」の最大出現回数を「N」から「1」に訂正。 

03 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-8-1」データ一覧 P77 

「転入学時学年」の最小出現回数が「0」とな

っている。 

最小出現回数を「0」から「1」に訂正 

04 

 

校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-8-1」データ一覧 P76～80 

「業務 1-13-1」コード辞書 P136 

項目No.2、No.85及びNo.143のコード名が共

に「指導要録様式種別」となっているが、デ

ータの桁数がそれぞれ「3」「2」となっている。 

項目 No.85 及び No.143 の「様式種別」の桁数を「2」とし、コード

名を「様式種別」に訂正する。「様式種別」は要録の様式を区別

するものであり、要録の種別を示す項目 No.2 の「指導要録様式

種別」とは異なる。 

「コード辞書」に以下を、追加。 

  コード値:01  高等学校(全日制、定時制)生徒指導要録（参



APPLIC 技術専門委員会 正誤表                   APPLIC 事務局 

2/10 

考様式） 

   コード値:02 高等部(視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由

者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校)生

徒指導要録（参考様式） 

    コード値:03 高等部(知的障害者である生徒に対する教育

を行う特別支援学校)生徒指導要録（参考様式） 

05 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-8-1」データ一覧 P76,77 

「在学すべき期間」について、項目名に括弧

書きのものがある。 

No.24、25、30、31、36、37 の各項目名について、以下の通り括

弧を外すよう訂正。 

在学すべき期間（開始年月日）→在学すべき期間_開始年月日 

在学すべき期間（終了年月日）→在学すべき期間_終了年月日 

06 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-8-1」データ一覧 P79 

「総合的な学習の時間の記録」は履修状況

によりデータ生成の有無（最小出現回数）が

異なると思われる。 

項目 No.124「総合的な学習の時間の記録」の項目説明欄に以

下の説明を追記する。 

「卒業までのいずれかの学年で必ず履修する。」 

07 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-8-2」データ一覧 P166 

項目 No.9「高等学校、特別支援高等部」に全

角読点「、」が含まれている。 

全角読点を半角アンダーバー「_」に置き換えるよう訂正。 

08 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P93 

eduAK3201-2016-01.xsd 

「原級留置回数」に関する項目がある。 「原級留置回数」に関する以下の項目を削除。 

47 行目 

 <xsd:element name="原級留置回数" minOccurs="0"> 

     <xsd:simpleType> 

         <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger"> 

             <xsd:totalDigits value="2"/> 

         </xsd:restriction> 

     </xsd:simpleType> 

 </xsd:element> 
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09 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P96,P97,P98 

eduAK3101-2016-01.xsd 

135 行目、160 行目及び 185 行目の「在学す

べき期間（開始年月日）」、137 行目、162 行

目及び 187 行目の「在学すべき期間（終了年

月日）」のようにタグ内に括弧がある。 

他の項目と同様、括弧ではなく“_”（半角アンダーバー）を使用す

る。「在学すべき期間（開始年月日）」を「在学すべき期間_開始

年月日」に、「在学すべき期間（終了年月日）」を「在学すべき期

間_終了年月日」に訂正。 

10 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P96 

137 行の記述「minOccurs」に誤記がある。 <xsd:element name="在学すべき期間_終了年月日" 

type="xsd:date" minOccurs="0" />に訂正。 

11 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P97 

eduAK3101-2016-01.xsd 

「転入学時学年」の最小出現回数が「0」とな

っている。 

「minOccurs="0"」の記述を削除。 

<xsd:element name="転入学時学年"> 

12 校務基本情報データ連携高等学校版 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P101 

eduAK3101-2016-01.xsd 

「各教科 _ 科目等の修得単位数の記録」と

「指導に関する記録 1 」の「各学科に共通す

る各教科 _ 科目」と「主として専門学科にお

いて開設される各教科 _ 科目」の通常の教

科と学校設定教科は小中の教科と教科_ そ

の他のように choice ではないか。学校設定

教科を出力する場合は教科部分に空のタグ

をつくりつつ出力するような形になってしまう

ように見える。 

空タグをなくすために、データ一覧の教科と科目それぞれの最

小出現回数を「1」から「0」に修正。 

286 行目 

 <xsd:element name="教科" minOccurs="0"> 

     <xsd:simpleType> 

         <xsd:restriction base="xsd:string"> 

             <xsd:length value="3"/> 

         </xsd:restriction> 

     </xsd:simpleType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="科目" minOccurs="0"> 

 

319 行目 

 <xsd:element name="学校設定教科" minOccurs="0"> 

    <xsd:simpleType> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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            <xsd:maxLength value="20" /> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

 </xsd:element> 

 

358 行目 

<xsd:element name="教科" minOccurs="0"> 

    <xsd:simpleType> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:length value="3"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

 <xsd:element name="科目" minOccurs="0"> 

 

391 行目 

 <xsd:element name="学校設定教科" minOccurs="0"> 

    <xsd:simpleType> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="20" /> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

 </xsd:element> 

 

496 行目 
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<xsd:element name="教科" minOccurs="0"> 

    <xsd:simpleType> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:length value="3"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="科目" minOccurs="0"> 

 

550 行目 

<xsd:element name="学校設定教科" minOccurs="0"> 

   <xsd:simpleType> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 

           <xsd:maxLength value="20" /> 

       </xsd:restriction> 

   </xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

 

610 行目 

<xsd:element name="教科" minOccurs="0"> 

    <xsd:simpleType> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:length value="3"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 



APPLIC 技術専門委員会 正誤表                   APPLIC 事務局 

6/10 

</xsd:element> 

<xsd:element name="科目" minOccurs="0"> 

 

664 行目 

<xsd:element name="学校設定教科" minOccurs="0"> 

   <xsd:simpleType> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 

           <xsd:maxLength value="20" /> 

       </xsd:restriction> 

   </xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

13 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P114 

eduAK3101-2016-01.xsd 

学校設定教科の学校設定教科名の長さが指

定されていない。 

データ一覧の「VCHAR 20」に合わせ、訂正。 

<xsd:element name="学校設定教科" minOccurs="0">   

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:maxLength value="20" /> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

 

14 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P107 

eduAK3101-2016-01.xsd 

「総合的な学習の時間」の最小出現回数が

「1」になっている。 

項目名を一部変更し、「総合的な学習の時間」全体の最小出現

回数を「1」から「0」に訂正。 

453 行目 

<xsd:element name="総合的な学習の時間" minOccurs="0"> 

    <xsd:complexType> 
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        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="総合的な学習の名称"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="20" /> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="修得単位数"> 

15 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P107 

eduAK3101-2016-01.xsd 

「指導に関する記録 1」の最大出現回数が

「1」となっている。 

「指導に関する記録 1」全体で繰り返し項目とするよう、「指導に

関する記録1」の最大出現回数を「N」に、指導に関する記録1の

「学年」の最大出現回数を「1」に訂正。 

469 行目 

<xsd:element name="指導に関する記録 1" minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="様式種別"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:length value="2" /> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="学年"> 



APPLIC 技術専門委員会 正誤表                   APPLIC 事務局 

8/10 

16 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-1」XML スキーマ P115 

eduAK3101-2016-01.xsd 

「留学」に関する最小出現回数が「1」になっ

ている。 

「留学」に「minOccurs="0"」を追記し、最小出現回数を「1」から

「0」に訂正。 

720 行目 

<xsd:element name="留学" minOccurs="0"> 

17 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-2」XML スキーマ P178,179 

eduAK32-2016-01.xsd 

29 行目「外字疾病名」、36 行目「内字疾病

名」の桁数が小中学校版と異なる。 

小中学校版に合わせ、いずれも桁数を「25」から「50」に訂正。 

<xsd:maxLength value="50"/> 

18 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-2」XML スキーマ P181 

eduAK32-2016-01.xsd 

96 行目以下に補助記号のスキーマがない。 小中学校版同様に、97 行目以降に下記を追加訂正。 

<xsd:element name="補助記号 " minOccurs="0"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:length value="1"/> 

</xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

  </xsd:element> 

19 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-2」XML スキーマ P184 

eduAK3201-2016-01.xsd 

74 行目 

「高等学校、特別支援高等部」とあり全角の

「、」がある。 

他の項目と同様、以下のように「、」を“_”（半角アンダーバー）に

訂正。 

<xsd:element name="高等学校_特別支援高等部"  

type="tns:学校情報" minOccurs="0"/> 

20 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-2」XML スキーマ P185 

eduAK3201-2016-01.xsd 

120 行目 

「脊柱胸郭四肢」の minOccurs=”0 の最後の

「”」がない。 

最後に「”」を追記訂正。 

21 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-2」XML スキーマ P186 

eduAK3201-2016-01.xsd 

146 行目 

「耳鼻咽喉疾患」の minOccurs=”0”の後に

「/」がある。 

「/」を削除。 
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22 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 

「業務 1-10-2」XML スキーマ P185,186 

eduAK3201-2016-01.xsd 

120 行目、「脊柱胸郭四肢」と 146 行目「耳鼻

咽頭疾患」のスキーマ部分、データ一覧が校

務基本情報データ連携小中学校版と同じで

あるが、スキーマが異なっている。 

小中学校版と同様に「疾病及び異常」を追記。 

120 行目 

<xsd:element name="脊柱胸郭四肢" minOccurs="0"> 

    <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="疾病及び異常"  

type="tns:診断結果情報"/> 

            <xsd:element name="脊柱"  

type="tns:診断結果情報" minOccurs="0"/> 

            <xsd:element name="胸郭"  

type="tns:診断結果情報" minOccurs="0"/> 

            <xsd:element name="四肢"  

type="tns:診断結果情報" minOccurs="0"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

 

146 行目 

<xsd:element name="耳鼻咽頭疾患" minOccurs="0"> 

    <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="疾病及び異常"  

type="tns:診断結果情報"/> 

            <xsd:element name="耳"  

type="tns:診断結果情報" minOccurs="0"/> 
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            <xsd:element name="鼻"  

type="tns:診断結果情報" minOccurs="0"/> 

            <xsd:element name="咽頭"  

type="tns:診断結果情報" minOccurs="0"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

    

 

※現在公開中の教育情報アプリケーションユニット標準仕様 校務基本情報データ連携高等学校版 V1.0 は修正済です。 


