
平成24年4月13日

ＢＣＰサポートシステムについて

（中間報告）

JACIC CALS/EC部 電子納品室
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はじめに

「建設CALS整備基本構想」(平成8年4月策定)

整備基本構想の位置づけ→ ICTを用いたBPR（業務の改善）の推進

・公共事業にCALSの概念を導
入し、組織間、事業段階間で
の情報の交換、共有、連携を
図り、建設費の縮減、品質の
確保・向上、事業執行の効率
化等を目指す。

・対象は非常に広範囲に及ぶ
ことから、通常の情報システ
ムの整備計画とは性格を異に
する。
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ICT： Information and Communication Technology（情報通信技術）

BPR： Business Process Reengineering （業務の改善
→業務の効率化・品質向上）

はじめに

「建設CALS整備基本構想」(平成8年4月策定)

建設CALS整備基本構想の位置づけ
→ ICTを用いたBPRの推進
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CALS/ECの成果と課題

(1)基本構想と目標

【整備目標】
①情報交換（主に発注者・受注者間）

→成果品の電子化、図面交換の電子化、調達の電子化 等

②情報共有・連携（主に発注者側）
→転記作業の完全撤廃、保有図面・図書の電子化 等

③業務プロセスの改善
→電子データ環境による新たな業務執行システムの構築 等

④技術基準
→電子入札方式、CADデータ交換標準、電子納品要領 等

⑤国際交流・連携
→電子入札の国際標準対応、SXFの国際標準対応 等

【実施期間】
短期（平成8～10年度）
中期（平成11～17年度）
長期（平成18～22年度）の3つの期間
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基本構想における各事業段階の目標イメージと平成22年度時点での成果と課題(1/2)

CALS/ECの成果と課題

目標イメージ 成果と課題

調査段階 地理情報や地質情報は電子化
され、設計、施工、維持管理
段階でくり返し利用

地理情報の基準となる基盤地図情報の
整備が進んでおり、GISやGPSの利用は
一般化した

地質情報として地盤ボーリング調査の
共通DBが構築されつつある

設計段階 調査段階で得られたデータを
電子的に参照・活用

「技術基準DB」「新技術情報
DB」などを利用して設計

成果物は再利用可能な電子デ
ータとして「情報センター」
に登録

CADデータ交換標準、電子納品要領等
の整備と利用は進んだ

電子成果品を登録する保管管理システ
ムも一部で運用される

「情報センター」といった形での成果
品の再利用は進んでいない

積算段階 工程情報や数量情報は、積算
システムの入力データに反映

積算実績はDB化され、類似事
例検索や積算自動チェックの
ための基礎データとして活用

積算情報の自動化は、特に複数のプロ
セスにまたがった情報交換が要求され
る分野であり、実用化は十分に進んで
いない

【凡例】■：成果 □：課題
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CALS/ECの成果と課題

目標イメージ 成果と課題

工事入札か
ら契約段階

発注者は入札図書をネットワ
ークを介して公告

発注者は各種の入札評価情報
を利用して評価を行い契約者
を決定

入札情報の電子的提供は、手法として
ほぼ達成された状況にある

このプロセスに続く契約行為は、従来
どおり紙で行われている

工事施工

段階

発注者は電子化された施工情
報を用いてタイムリーに監督

施行者は資機材供給者とネッ
トワークを介して、電子的に
取り引き

竣工図や維持管理に必要な情
報は電子マニュアル化

工事施工中の情報共有は、AP2008で実
証実験が行われた

民間では一部実現されている

今後、情報共有における成果品登録管
理の進展によって、電子納品の改善が
期待される

維持管理

段階

竣工までに得られた情報はDB
化

修繕や保守の履歴も蓄積

他の関係機関にも必要な情報
を提供

電子納品保管管理システム

維持管理に必要なデータを効率的に蓄
積・再利用し、関係機関に情報提供す
ることは、今後の課題である

基本構想における各事業段階の目標イメージと平成22年度時点での成果と課題(2/2)

【凡例】■：成果 □：課題
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成果と課題

CALS/ECの成果と課題
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限られた人員で輻輳する現場を効率的・効果的にマネジメントすることが求められ、
CALSの成果を最大限活かすことが不可欠となると考えられる。

・平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、青森県から千葉県の太平洋沿岸を中
心に甚大な被害をもたらした。
・河川・海岸、道路、鉄道、港湾・空港等の社会インフラ、情報通信インフラも壊
滅的な被害を受けた。
・現在は、緊急復旧から本格的な復旧への段階であり、今後、復旧から復興へと集
中的な事業を展開しなければならない。

写真-仙台河川国道事務所
気仙沼国道維持出張所の被災状況

（平成23年6月29日撮影）

写真-宮古市田老地区の瓦礫処理の状況
（平成23年7月21日撮影）

東日本大震災の被災地における復旧・復興の加速に向けて
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BCPサポートシステム プロジェクト

システムの概要



【発注者】

【受注者】

計画
仕様
確定

積算
入札
公示

契約 監督 検収 保管

公告
閲覧

応札 契約 施工 納品

積算
システム

統合PPI

入札

電子納品
保管管理
システム

建設副産物・
発生土情報交
換システム

情報共有
システム

コリンズ・テクリス
（工事・業務実績情報システム）

電子入札
システム

JACICが関係するシステム
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東日本大震災に関する被災地支援

• 災害復旧支援ソフト（Photog‐CAD）無償配布。

• 宮城県及び仙台市における災害査定の積算支援。

• 積算システム操作習得支援。

• 建設副産物・建設発生土情報交換システムによる支援。

• コリンズ・テクリスの検索利用の支援。

• BCPサポートシステムプロジェクトによる支援

• 無償提供を行っている建設関連（CALS/EC）分野のソフト
ウェアを紹介。

【参考】JACICの被災地支援



事務所・出張所

モバイルを利用した遠隔指示・確認 ～書類レスで、発生時点・発生場所での処理を目指して～

雨やほこりに強く、耐衝撃性を備えたタブレット端末

施工現場

出来形・品質管理記録

モバイル測量・計測労務・安全管理

現地の状況を共有する
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現場と事務所を結ぶ品質確保（いつでも、どこでも施工管理イメージ）
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現状(Before) 効果(After)

電子図書館サービス

事務所・出張所

事務所の
書庫や倉
庫より、
対象範囲
の図面や
仕様書を

検索
電子図書館

（クラウドサーバ）

管理図面、発注図面、
仕様書、技術資料等

モバイル端末の利用で
図面、仕様書、技術資
料をいつでも、どこで
も一元的に閲覧

移動

見やすい（高い見読性）

探しやすい（高い検索性）

軽い（高い可搬性）

図書館管理者が
データを一元管理

現場



現状（Before） 効果（After）
＜事務所・出張所＞
・関係者が入れ代り立ち代り、情報が輻輳
・紙ベースでの煩雑なやりとり、未整理
・書類・図面の持ち出しによる劣化や紛失

＜事務所・出張所・現場＞
・書類・図面の電子化による省スペース化
・“おあずかりサービス”書類の共有・閲覧・保存
・“電子図書館”いつでも、どこでも基準類の参照

BCPサポータが寄り添っ
てサービスを提供
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電子化

電子図書館サービス：現地情報の電子化支援

BCPサポートシステム プロジェクト



・紙だと汚損、文字つぶれ等で見づらい
・文字や図が小さく見づらい
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・文字が鮮明で見やすい
・小さい文字、図は拡大して見ることができる

現状(Before) 効果(After)

電子図書館サービス：見る

拡大表示

レイヤー別表示

BCPサポートシステム プロジェクト
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・電子図書館に資料、図書が集約されている
・普段見慣れた本棚のイメージで欲しい資料を
感覚的に見つけられる

・キーワード検索
・結果、探す時間の短縮になる

現状(Before) 効果(After)

・欲しい資料、図書がすぐに探せない

電子図書館サービス：探す

BCPサポートシステム プロジェクト



現状（Before） 効果（After）
・紙だと汚損、破損等で見えづらい
・重くてかさばるため持ち運びに不便。
・現場で基準とする技術文献を参照したいけど
全ては持ち歩けない。

・電子データのため素材の劣化が無い。
・モバイル端末利用でノート代わりに現場で利用

17

電子図書館サービス：持ち運ぶ

軽い！
重い！

BCPサポートシステム プロジェクト



カメラで現場状況（小黒板含む）を撮影し、事務所に戻り、
写真を整理し報告書を作成。

モバイル機器（カメラ機能付き）で現場状況の撮影を行い、情
報共有システムにアクセスし、写真データを登録（自動整理）。

現状(Before) 効果(After)

移動

移動

受注者は現場事務
所に戻り、黒板の
情報と記憶をたど
り、写真を整理

【詰所・出張所 監督職員】

監督職員は、受注
者の書類を整理し
て事務所への報告
資料を作成

【詰所・出張所 監督職員】

撮影した写真を迅速に
共有（詰所・出張所・事
務所）する。

最新の履行状況を常に
把握できる。

BCPサポータがGPS情報を利用
して、自動的に写真を整理す
る。

写真撮影の方法を変
えるだけ・・・
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写真管理サービス



モバイル機器（カメラ・GPS機能付き）で電子図書館（クラウドサーバ）にア
クセスし、管理図や過去の点検記録をその場で閲覧。また写真も電子図書館に
アップし即時情報共有。

①出張所へ戻ってからの報告書作成が不要
②巡回点検で発見した事象を直ちに情報共有し、直ちに改善サービス提供
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GPS

【電子図書館】
現地付近の管理図や図面、
点検記録を閲覧

◇モバイルで確認
・場所、対象物
・過去の記録
◇現地作業
◇写真撮影即時共有

電子図書館
（クラウド
サーバ）【写真管理システム】

現場状況写真のアップ

【詰所・出張所】
現場と同じ情報を共有

【現場】
その場で情報確認

電子図書館にアップして即時情報共有

維持管理業務への適用の可能性（例：道路巡回点検）



写真管理システムの一例（道路巡回点検試行版）

既存システムの利用（タブレット端末とピカサ［グーグルクラウド］）

【現地】

現地で撮影（モバイル端
末）・情報入力（キーor音声）

実際に当日コメントは入れ
ていません（後日使えるこ
とがわかりました）

【事務所等】
点検状況を撮影した写真で
迅速に情報共有（詰所・出
張所・事務所）
不具合や異常箇所を現場と
同時に把握可能

現場ニーズからは最終的
に管理平面図と写真を関
連付けたい

このイメージ図は現地でJACICが試行したものです。

実際の事務所では河川・道路巡回点検ともに、不法投棄（ゴ
ミ等）や不法占用（看板等）等の異常時の情報共有に本シス
テムを利用しています。
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文房具
（ペンとノート）
［二重入力！］

現状(Before) 今後(After)

ICT機器は日々進化

・情報の加工及び複写
紙媒体（コピーとファイル） 電子媒体（スキャンと電子化）

・情報の保管

ディスク（CD,DVD）

電子図書館（クラウドサーバ）
BCPサポートシステム
（クラウドサーバ）

モバイル端末
（テンキー、文字、音声）

・情報の記録の道具

ロッカー、書庫

パソコン（サーバ）

21



22

現状（Before） 効果（After）

BCPサポートシステム プロジェクト

◆何を行っているのか
・打合せや会議のたびに
必要な資料を人数分（予備も考える
と少し多めに）用意

◆何が消費されるのか
・紙代、コピーのトナー代、・・・
・資料を用意する人の時間及び人件費
・大量の資料の保管場所代

◆直接的には紙枚数の縮減
・事実として

同時期でのコピー用紙の枚数の比較
「例えば 前月比○枚縮減」

・予想として
打合せや会議の数だけ減らせる可能性
「例えば 資料枚数×人数＝○枚の低減」

◆付帯的にはコピー機の延命、トナー交換回
数の低減など
・トナー交換回数やメンテナンスの状況比較

「例えば トナー代やリース代の縮減」
◆間接的には
・資料をコピーする人の時間削減

「例えば 複数資料の綴じ込みなどに、
１回あたりの時間×単価 の経費 」

・資料を保管する場所代
「例えば ロッカー４本分 ○円縮減」

★打合せや会議でタブレット端末を持てば！
●荷物が少なく楽！
●急な書類も電子図書館経由で探すのが楽！
●ズームアップで見易い！
●急な資料差し替えもスムーズに対応できる！
●終了後、資料の保管作業が不要！

電子図書館とモバイル端末の活用で

重い･･･

見やすい！
軽い！

紙資料では、

効果検証(紙媒体に着目した検証案）
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現状（Before） 効果（After）

BCPサポートシステム プロジェクト

事前準備
・携帯用資料の準備・整理 ○分
・確認項目のピックアップ ○分
当日
・移動（乗車～降車：往復）

移動時間 ○分
移動距離 □Km
消費燃料（ｶﾞｿﾘﾝor軽油） △Lit

・現地作業（立会検査） ○分
・事務所作業

報告書作成整理 ○分
事後処理
・報告書類決裁（ワークフロー）

現地作業（例：出来形確認）の流れ

・さらに現地作業（立会検査）の中継により
→事前の情報共有となりワークフローが短縮

中継により、現地に行けない場合も対応可能

現地に行き見える化
事前準備
・携帯用資料の整理 ◎分
・確認項目のピックアップ ◎分
当日
・移動（乗車～降車：往復）

移動時間 ◎分
移動距離 □Km
消費燃料（ｶﾞｿﾘﾝor軽油） △Lit

・現地作業（立会検査） ◎分
・事務所作業

報告書作成整理 ◎分
事後処理
・報告書類決裁（ワークフロー）

→さらに監督職員の移動作業なし
（移動そのものを削除）

・上記のような場面が１工事に何回程度あ
るか→●回（東北の現場）

・計測効果のベース工事が設定できれば、
それを基にその他工事へ展開し、総量を
把握する。

計測

Σ○分

計測

Σ◎分

・１工事あたりの費用効果として
場面●回×縮減時間（Σ◎分ｰΣ○分）×単価

ﾓﾊﾞｲﾙ端末利用による効果

効果検証（現地作業の流れの時間に着目した検証案）



今後の展開

スタートは、BCPサポータとして寄り添っての業務サポートから

BCPサポータ
○学識者、建設関係者、測量・ベンダー関連企業等へ参加を呼びかけ、産学の幅広い連携と
協力により、被災地の復旧・復興を加速。
○これまでのCALSの成果を現地で実践し、ワンストップサービスとして提供することで、
BPRの推進を図る。
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進捗状況
○研究意義について関係者が共通認識を醸成
○サポートシステムの各種ツールを準備

・電子図書館の試行開始及び写真管理サービスを構築し、試行開始
・簡易版テレビ会議システム等による可視化の試行開始（臨場感・見える化）
・工事の情報共有システムに係る顧客満足度評価を開始

○被災地において行政の実データによる検証（データ収集・分析）に着手

今後（平成24年度）
○電子検査・情報化施工・維持管理へ展開
○BCPサポータ募集、及び検証データ蓄積・分析、課題抽出・検討
○受発注者の現場マネジメントの効率化・高度化をデータで検証し、有効性を立証
○建設ICTに係るニーズのマーケティング
○震災復興を契機とした建設生産システムの先進的ビジネスを提案
・BPR、危機管理に係るﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ、お預かりサービス、BCPサポーター制度の提案

TEC-FORCEサポータ（ICT技術専門家として随行）


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	写真管理システムの一例（道路巡回点検試行版）
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24

