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ICT 機器の活用による業務効率向上への取り組み
―内装工事不具合是正指示書作成支援ツールの

開発・水平展開―
無津呂 大輔＊

要 約： 作業所に勤務する技術員の業務は多岐にわたるが，その業務のひとつを支援し業務効率向上に寄与するアプリ
ケーションを開発し，作業所に導入した。内装工事の不具合箇所を指摘し，その是正指示書を半自動で作成する
アプリケーションである。開発においては，紙と筆記具から移行しても取り扱いにストレスを感じることがない
ユーザーインターフェイスや操作説明を受けずともすぐに利用できる容易な操作を意識し，また多くの要望に対
応できるカスタマイズ性を付加した。導入によりわずかながら業務時間圧縮効果も得られている。
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1．はじめに
昨今，建設業界では急速に IT 化を進める動きがあり，

当社においても同様である。タブレット端末の導入は進ん
でいるが，作業所での管理業務に有効なアプリケーション
としては何がいいのか模索が続いている。
作業所のニーズを確実に捉えた本当に役に立つ道具の提

供は急務であり，それには独自性も求められた。
たとえば FAXやデジタルカメラのように，その利用目

的と導入による効果が明確な道具と異なり，タブレット端
末は明確な使い方が定まっていない。アプリケーション次
第で何にでも使えるというのは強みである反面，何に使え
ば良いかわからないという混乱も招きがちである。
しかし，タブレット端末という新しい道具を使い，「今の

管理手法を変えていこう」という動きは各所で起きている。

2．開発背景
建築工事の引き渡し前になると，内装工事の不具合箇所

の発生は回避が難しく，修繕を行う。修繕工事は単一協力
会社で済ませることはできず，多数の会社が入り乱れるこ
とになるため，その是正指示書（ダメ帳）作成は必須であ
る。是正指示書は，横置きの用紙で半分に図面，残り半分
に不具合箇所記入リストを配置したものを利用する。実際
に現場を目視し，不具合箇所を見付け，マスキングテープ
で明示したのち，用紙に記録する。その用紙をそのまま複
製して是正指示書に利用する。この際，同一の用紙を活用
して各協力会社専用の是正指示書にしていくため，該当箇
所を蛍光マーカーで明示する作業がある。たとえば集合住
宅の工事においては，住戸数と協力会社数の乗数分の紙を

コピーし，それぞれについてマーカー引き作業が生じる
（写真 1）。
多大な時間を要する是正指示書作成を簡便に可能とする

しくみの開発に関しては，高い要望が寄せられていた。そ
こで導入が進み始めたタブレット端末を道具として有効活
用し，記録（入力）即是正指示書作成を可能にするアプリ
ケーションを開発することとなった。

3．不具合箇所の記録
実際に現場で不具合箇所を記録していく際，記すべき情

報は多大であり，記録スピードは重要な要素である。社内
自主検査であれば，担当者が自分のペースで進めることが
できるが，発注者手配の検査官が同行する検査などにおい
ては，次々と不具合箇所を指摘され，合わせて記録してい
く。この場面において，記録が追い着かず漏れが生じる事
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写真 1 是正指示書の例



東急研報42_12.smd  Page 2 17/02/09 20:45  v3.30

態は回避しなければならない。
そこで，紙と鉛筆には勝てずとも，ストレスを感じない

入力を検討した結果，それぞれの入力すべき選択肢が一斉
に並び，その中から次々と該当項目を選択（画面タッチ）
することによる入力形式とした（図 1）。
不具合の記録は，まず不具合箇所はどこなのかを図面上

で示すことである。そしてその内容の詳細を記していく。
集合住宅を対象にした場合，「階」→「住戸（号室）」→「各居
室（居間，洋室など）」→「部位（床，壁など）」→「仕上げ
（フローリング，カーペットなど）」→「内容（きず，汚れな
ど）」→「修繕を実施する協力会社」という階層で記録する
必要がある。既存の市販アプリケーションでは，部位を選
択すると，連動して次の窓が開き，仕上げの選択画面に変
化し，選択後引き続き内容の窓が開くといったインターフ
ェイスのものが多く，これでは画面変化を待つ必要があ
り，手書きによる記録よりスピードが劣る。そこで，まず
不具合箇所を図面上でタッチすると瞬時に選択肢一覧が開
き，しかも事前に図面で範囲設定および関連づけをしてお
くことで，居室名称の入力は不要とする作りにした。
内装不具合として指摘されるものの 7割は「キズおよび

汚れ」であるという開発前のヒアリング結果もあり，また
不具合そのものに一定の傾向があることを考慮し，スイッ
チ切り替えで選択肢を選択頻度が高い順に並び替える機能
を追加した。事前に設定は必要であるが，仕上げを選択し
た時点で，その仕上げに関連した不具合内容と修繕担当の
協力会社を絞り込む機能もある。不具合の内容やその程度
により，修繕工事を担当する協力会社が複数になる場合も
あるため，複数選択も可能である。同一不具合が集中して
いるケースで，個別に記録することが無いよう，範囲を図
上に示すこともできる。
利用者によると，10 住戸程度の入力で習熟し，手書き

相当の速度での記録（入力）ができるようになるとのこと
である。
不具合箇所の確認は単一の担当者で実施することは少な

い。よって業務の引き継ぎや複数担当者による複眼管理が
行われる。記録データはアプリケーションの機能により同
期が行われ，各担当者が記録した情報は合体し，配分さ
れ，担当者が共通の情報を持ち歩くことができる。
記録事項の確実な情報伝達を補助すべく，不具合記録に

連動して写真も記録できるようにしている。また写真を撮
影するだけでなく，その画像の中に矢印や範囲指定をする
ことも可能である。
これらすべての情報は，「いつ」「だれが」入力したの

か，すべて記録される。不具合箇所が修繕されずに残る事
態を減らすことに寄与する。データもひとつの情報を入力
する毎に記録が行われるため，利用している端末に不具合
が生じても，直前の情報までは残る。

4．指示書作成
指示書を自動作成することが当アプリケーションの主目

的である。これまで多大な時間を要していた作成業務がア

プリケーション上のワンクリックで完了することを実現し
た。
紙の指示書の場合，図面上の指摘箇所から余白部分に引

き出し線を描き，それに番号を付ける。手書きの場合はそ
の引き出し線が交差してしまいがちであるが，当アプリケ
ーションでは独自の論理式により，交差しない。
記録（入力）の時点から情報が電子化されているため，

入力と同時にデータベースが構築されており，あらかじめ
準備した是正指示書の書式に書き込む形で出力される。よ
ってデータ出力の仕方は，準備する書式によって様々に変
化させることができる。発注者の要求する独自の書式に応
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（a）階選択

（b）住戸選択

（c）不具合箇所図示

（d）選択リスト

図 1 入力の流れ
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じた出力のほか，写真帳の作成や図面を省いた不具合箇所
の一覧表なども前もって準備してある。出力はMicrosoft®

Excel® のファイルであり，出力後に手直しや書き足しも
可能である。
主に出力される住戸別の書式（図 2）では，それぞれの

住戸がワークシート 1 枚に割り当てられる。データ数が，
あらかじめ設定してある一覧表の枠を超える場合は自動で
改ページする。
またもうひとつの主要な出力形式である協力会社別の書

式（図 3）では，各会社別にワークシートが構築される。
必要なワークシートのみを出力すれば，紙の無駄も削減で
きる。協力会社は従来の是正指示書と異なり，自らが関与
する修繕箇所のみが記載されている用紙であるため，混乱
せずわかりやすくなる。
是正指示書は必要な「階」のみでの生成や「検査種別」

を分けての生成，特定の検査日を選択しての生成が可能な
ほか，何も情報入力をしていなくとも手書き記録に利用す
る枠だけのシートを生成することもできる。これらはすべ
て利用者である作業所の技術員から寄せられた要望に従
い，追加した機能である。

5．事前設定
表示される図面にタッチすることで目的の住戸や居室に

到達し即座に入力できるよう，直感的操作を目指したが，
そのためには触れた箇所に連動して正しく関連図面が表示
されなければならない。その事前設定作業は必須である。
既存アプリケーションでは，設定作業を外注する必要が

あるものもあり，そこに余分なコストがかかることもあ
る。設定に間違いがあった場合，間違った情報をもとに不
具合抽出を行うため，正しい箇所も間違いと判断する場面
も想定される。それだけで済めば良いが，手戻り工事や高
額なコストが発生した場合，ひいては品質事故が生じた場
合，責任の所在を問われかねない。
そこで，担当者自身で設定作業ができるよう，わかりや

すい設定方法を目指した。上述の関連付けに関しては，図
面を読み込んだのち，多角形で範囲指定するだけであり，
変更や訂正も容易である（図 4）。このほか入力選択肢の
リストを自由に作成したり，担当者などの氏名を登録した
りできる。

6．ハードウェアおよびOS
開発に着手した時点ではタブレット端末の当社標準機が

定まっていなかった。開発においては「標準 PCとの親和
性」や「導入・習熟のスピード」を意識して Windows®

上で稼働するアプリケーションと定めた。またそれに見合
ったタブレット端末の利用も検討し，導入した。
市販類似アプリケーションでは，頻繁にクラウドを利用
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図 2 住戸別の書式

図 3 協力会社別の書式 図 4 事前設定画面
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し，情報のやりとりをするよう考えられているものがあ
る。当アプリケーションの利用場面において，頻繁に情報
共有するというニーズは極めて少なかった。不具合箇所を
抽出する担当者は，その日の作業開始前に共通の情報を持
っている必要があるが，途中頻繁に連絡を取り合う必要は
無い。また同一箇所（住戸）を続けて複数の担当者が巡回
することもない。よって機器それぞれの常時通信は不要と
判断した。
設定内容や図面，記録したデータは USB メモリや SD

カードなどの外付けのメディアに収納される。たとえば集
合住宅では住戸の図面はエンドユーザーの個人情報であ
る。常にメディアの管理を行うことがセキュリティ対策と
なる。パスワード保護機能付きのメディアなどを利用して
のセキュリティ対策が肝要である。

7．導入効果
アプリケーションを利用することによる業務時間圧縮効

果について，定量的に示した情報は少なく，現在も調査継
続中である。
賃貸住宅（19F，住戸数約 400）の物件で利用した場合

の情報であるが，まず入力の習熟には 1フロアを要したと
のことである。物件は 1 フロアあたり約 20 住戸ある。2，
3 名の担当者で 1 日に 1 フロア分の不具合抽出を実施し，
当日の終わりに各データを同期し是正指示書を作成，出力
完了までで約 20 分を必要とした。人の手で印刷からマー
カー引きを実施した場合は約 1 時間かかるとのことであ
り，これだけで約 1/3 の業務時間圧縮効果があったと言え
る。物件の規模，形状，平面プランなど様々な要因により
結果は異なると予想する。

8．課題
作業所勤務の技術員は現場を見ることが一番の仕事であ

り，デスクワークとの両立に苦心している。現場にいる間
にデスクワークで処理する事項が完了していれば，少しで
も時間圧縮実現への助けになる。デスクワークの内容に目
を向けると，手書き記録した情報を再度専用ソフトウェア
に入力し，電子化・清書するような業務が少なくない。発注
者の要求は厳しさを増しており，それに応えるべく品質確
保を示す書類の作成・整理には多大な時間を必要になる。
アプリケーションのスイッチをワンクリックし，1，2

分待つだけで是正指示書が完成するという事がもたらす心
理的効果は大きかった。2015 年度は約 10 作業所に導入し
たが，事後の作業所におけるヒアリングでは，皆同様に
「何と言ってもダメ帳がすぐに出来るのが嬉しい」と発言
した。
当アプリケーションで実現したように，記録の時点で既

に情報がデータ化されるしくみを構築していくことは業務
効率向上につながっていくと考えている。しかし，改善は
単一のアプリケーションで成し遂げることは不可能であ
り，業務支援ツール群の整備は急務である。
またこれらの活用の仕方・しくみ作りも同時に実施する

必要がある。タブレット端末などを利用する場合，すぐに
若手がその担当に指名されやすいが，経験と知識を持つ世
代が活用して初めて効果を発揮するようでなくてはならな
い。
今回開発したアプリケーションはフリーライセンスと

し，タブレット端末もシステム部門での導入・管理態勢を
整えた。今後も導入から利用終了までの流れについて細か
い課題を抽出し解決していくと同時に，多くの作業所への
導入を進めるべく，より良いシステム作りを目指したい。
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Action to business efficiency improvement by the use of ICT apparatus
Development and horizontal expansion of the interior malfunction correction remit making support tool

D. Mutsuro

The duties of the technical person who works in a construction place diverges into many branches. I developed
application to support one of the duties and to contribute to business efficiency improvement. And I introduced it into a
construction site. In the development, I added the customization characteristics that could cope with many demands being
conscious of the user interface that the worker does not feel stress in the handling even if the person shifted from paper and
writing implements. The reduction effect of working hours was verified by the introduction just a little.


