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JACICクラウドでは、ICTプラットフォームを用い、
データや3次元統合モデル等の共有・利活用環境の提供
のみならず、「専門画面」や「見える手順書（システム）」
という新たな画面ツールを利用して、どんな現場におい
てもDigital Twinなど新現場力の実現を容易にしていく。
「専門画面」とは、JACIC News11月号で紹介したよ

うに、作業に必要なデータ、モデル、画像・映像等を複
数の画面構成で集約・一元化するもので、確認事項や作
業手順等のマネジメント内容に応じて画面を構築する機
能統合型画面である。
「見える手順書（システム）」とは、手順を画像・映像

化したもので、手順（マネジメント）の見える化ができ
るとともに、手順を集約、とりまとめて画面内で利用・
操作できることから、専門画面に取り込むと効果的であ
る（現在作業中）。一般的に業務の見える化は、様々な
所で取り組まれており、写真や図面入りの手順書等を作
成している。スマホやタブレット、スマートグラス等を
用いたシステムによる見える手順の活用は、製造業等で
進んでおり、建設業においても取り組みがなされている。
これをさらに進め、「見える手順書（システム）」では、
既定の操作のみならず、業務のマネジメントへの利用を
考えている。

「見える手順書（システム）」は、様々な機器のオペレー
ションや業務のマネジメントの手順を、作業フローに基
づき一貫して画像・映像を用いて可視化するとともに情
報共有システムを用いて即時、同時に共有し、業務の即
時性、的確性、効率性等を向上した画面の利用・操作シ
ステムと言える。
「見える手順書（システム）」の具体的な例を示すと、

図-1のとおりで、作業フローに伴い、主体者の行動、責
任、権限等を明確に具体的なフロー図を作成する。その
際に用いる画面を併せて示し、作業の見える化を図る。
こうした見える化した手順書を画面で展開し、手順書か
ら画面操作及び情報共有を可能にして一連の作業を一体
で行い、即時、的確かつ効率的に作業を進めることがで
きるようにする。「見える手順書（システム）」は単なる
マニュアル書ではなく、情報共有機能付き手順操作画面
の役割を果たすもので“見る”から“使う”へと進化した
ものである。

JACICクラウドの「専門画面」に「見える手順書（シ
ステム）」を搭載することにより、専門画面の機能を広
く各地の現場において容易かつ適切に利用できるように
し、広くDXの効果を享受できるようにしていく。

 （理事　尾澤卓思）

ニュースと解説

見える手順書（システム）
－手順の見える化と画面利用－
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去る11月12日、JACICnews No.389（2021.10月号）に
て開催をご案内しました「JACICセミナー」がTKP赤
坂駅カンファレンスセンターにて開催されました。

昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ソーシャルディスタンスを考慮し、会
場受講とWeb受講を併用したところ、あわせて約240名
の方にご参加いただくことができました。

午後の部では、＜第2部＞特別講演として、国土交通
省大臣官房技術調査課工事監視官の栗原和彦様と、土木
学会建設技術研究委員会委員長の太田誠様にご講演いた
だいた後、＜第3部＞第19回研究助成事業成果報告会と
して5件の研究が報告されました。

本稿では、＜第2部＞と＜第3部＞のアンケート結果を
報告いたします。

アンケート結果の概要
アンケートにご回答いただいた109名の方の満足度は、

午前の部と同様、ほぼご満足いただけたことが分かりま
した。（円グラフ）

また、＜第3部＞の研究助成に対する評価として「お
おいに有意義」と回答された方の人数を比較した結果（棒
グラフ）では、「都市丸ごとシミュレーション技術の社
会実装における都市データ利活用カスタマイズに関する
調査研究」と「無線センサネットワークシステムを応用
したIoT技術による屋外多点計測手法の実装のための調
査研究」が特に有意義と評価されました。

受講者の方からのご意見
特別講演に関して、受講者の方から「遠隔臨場は今後

スタンダードになっていくと感じた」、「“赤の女王仮説”
の話は興味深かった」、「台本無しのディスカッションが
刺激的だった」などのご意見がありました。

また、研究助成事業成果報告会については、「産学官
の繋役として“学”の取り組みに期待する」、「都市丸ごと
シミュレーションが実現すれば、都市開発、災害対応、
市民生活の在り方を変えるくらいのインパクトになるだ
ろう」、「CAD図面の自動取り込み技術が実現すれば恩
恵は非常に大きい」などのご意見がありました。

JACICセミナーの講演動画と発表資料は、ホームペー
ジ（https://www.jacic.or.jp/）に掲載していますので、
ぜひご覧ください。

 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACICセミナー ＜第2部・第3部＞のアンケート結果報告
JACICからのお知らせ
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令和3年12月7日（火）に、弊財団が運営するコリンズ・
テクリス（工事・業務実績情報システム）に関して、利
用者（発注機関、受注企業）からの意見・要望を伺うた
めの「令和3年度コリンズ・テクリス利用者会議」を開
催しました。

昨年度は、新型コロナウイルス感染症のまん延状況に
鑑み書面開催としましたが、本年度は、感染防止対策を
講じた上で対面での会議といたしました。

今回の会議では、令和2・3年度に実施した新規サービ
ス及びシステム改良等や新型コロナ感染症に係る緊急事
態宣言適用期間におけるヘルプデスク等の対応、「JACIC
クラウド」において新たに開始した「発注情報の共有サー
ビス」などについて説明を行うとともに、事前に実施し
た「利用者アンケート」の結果を報告し、出席者との意
見交換を行いました。

1．出席者
（1）発注機関：国、地方公共団体
（2） 受注企業：建設業関係団体、建設コンサルタント関

係団体、地質調査業関係団体等

利用者会議の様子

2．「利用者アンケート」の結果
（1）募集期間：令和3年9月16日（木）〜10月7日（木）
（2） 対象：システムを利用している発注機関及び受注企

業
（3）アンケート方法： Web上でのアンケート調査
（4） 項目：システム全般の満足度、システム運営（ヘル

プデスク）の満足度、その他コリンズ・テクリスに
関する意見等について

（5）回答数：発注機関367、受注企業2,076
（6）主な内容

ア　コリンズ・テクリスの満足度について
システムの満足度について、「やや不満足」及び「不

満足」との回答を合わせた割合は、発注機関で9％（昨
年度5％）、受注企業で15％（昨年度18％）でした。
システム運営（ヘルプデスク）の満足度については、

「やや不満足」及び「不満足」との回答を合わせた
割合は、発注機関で2％（昨年度1％）、受注企業で4％

（昨年度5％）でした。
また、新型コロナ感染症対策として、令和2年4月

以降令和3年11月までの間、ヘルプデスクの受付時
間を短縮し、緊急事態宣言適用期間にあってはカス
タマーセンターで行う業務の一部を縮小したことに
対しても、ご意見をいただきましたが、全体として
は大きな混乱なくサービスを提供できたと考えてお
ります。利用者の皆様のご理解・協力をいただき、
改めて深く感謝申し上げます。

イ　コリンズ・テクリスの利用料金について
良質なサービスをできるだけ安価に提供したいと

の観点から、登録システム及び検索システムの利用
料金についてご意見をお聞きしました。いただいたご
意見は、今後の検討に反映したいと考えております。

◆図：システム運営（ヘルプデスク）の満足度（受注企業）

3．まとめ
・ 関係団体の皆様より、アンケートに寄せられた意見

及び本年度のシステム改良でお応えできなかった項
目について、今後の対応を要望する旨の御意見をい
ただきました。

・ コリンズ・テクリスセンターでは、今回の利用者会
議及びアンケート調査でいただいたご意見、ご要望
等を踏まえ、今後の更なるサービス向上を図ってま
いります。

会議の議事概要及び資料（アンケート結果を含む。）に
ついては、以下のJACICホームページをご参照ください。

https://cthp.jacic.or.jp/overview/document/

 （コリンズ・テクリスセンター　次長　池田公隆）

「令和3年度コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告
JACICからのお知らせ

https://cthp.jacic.or.jp/overview/document/
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■はじめに
JACICでは、建設プロセスにおける業務で必要な機能

を一元的に集約し、便利かつ効率的・効果的に利用する
ための多機能作業室として、令和3年4月1日よりJACIC
ルームの運用を開始しています。

また、JACICルームには、現場で必要となる画像・
LIVE映像・各種関連情報等を、GIS基盤をベースとし
た複数画面で構成する機能統合型画面として「専門画面」
を標準装備しています。

■「倉吉河川国道事務所の雪寒対策業務」用専門画面
倉吉河川国道事務所では、これまで、大雪時の現地に

おける情報収集、例えば「車が動けない」「路肩に車が
落ちている」などについては、CCTVによる監視、職員
派遣・保守業者間での電話連絡により確認していました。

しかしながら、スタック箇所など、事象や状況等のの
より詳細な情報、例えば車両がどのような状態なのか渋
滞はどのくらいなのか、除雪作業は進んでいるのか、職
員・保守作業員等の位置など、確実な情報として伝わっ
ておらず、「何が起きているか事務所職員の自分のその
目で確認することが不十分な状況」でした。

そこで、JACICでは、倉吉河川国道事務所に協力いた
だき、JACICルームを活用した「雪寒対策業務用の専門
画面」を、試行的に作成することとしました。
【現地情報を取りに行く】

•  現場で作業する職員・保守業者は、タブレットやスマー
トフォン等のモバイル端末・ウェアラブルカメラを携
帯し、変化毎に写真・動画・メモをワンタッチで送信、
地図や画面に反映できること。

【関係者全員が情報共有できる専門画面の構築】
•  これらの情報を専門画面にて関係者全員で共有できる

こと。
【作業を支援する便利機能の実装】

•  一斉同報のためのテロップ機能を搭載し、現時点の状
況を関係者全員で共有できること。

•  現場に出向いた職員・保守業者の位置情報はもとより、
作業中など状況も関係者全員で共有できること。

•  事務所の職員は、従来から使用しているCCTV、除雪
機械の位置情報、クロノロ、気象情報などの情報を専

門画面上で並べて確認できること。
•  事務所で利用するメニュー、現場でも利用できる共通

メニュー等の表示区分ができること。

■「雪寒対策画面」を活用した訓練実施〜実践
令和3年12月、倉吉河川国道事務所において「道の駅

羽合」周辺で雪によるスタックが発生したとして、先述
の「雪寒対策業務用の専門画面」を用いた訓練が行われ
ました。

職員の現地派遣指示〜現地写真・動画の送付〜除雪班
の出動指示〜除雪作業開始、完了までの流れで、実際に、
現地派遣班がスマホを操作して作業状況、現地写真の送
付・報告を行なうとともに、事務所担当者が職員の移動・
作業状況、渋滞状況、テレメーター・気象情報などを、
専門画面を用いて確認しました。

この訓練実施後、実際に、年末年始の積雪時の作業で
も活用されています。

■最後に
JACICでは、今回の試行を通じて得られた意見や課題

等をふまえ、今後も、道路管理者の一助になるよう工夫
を重ね、他の事務所等においても、また、雪寒対策等の
防災のみならず、いろんな業務シーンでも効果的に利用
できるサービスを提供していきます。

 （中国地方センター長　堀江　豊）

中国地方センターの活動報告
JACICからのお知らせ
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東北地方センターの活動
地方便り

はじめに
東北地方センターは、東北6県を担当管内として、

JACICが提供している各種システム等の普及促進及び
フォローアップ等を行っております。令和3年も、新型
コロナウィルスの影響により、従来の仕事の仕方は感染
防止の観点から変更を余儀なくされました。

このような状況の中、活動した主な内容について紹介
いたします。
◆建設技術公開「EE東北‘21」への出展

EE東北実行委員会主催の「EE東北’21」が、新型コロ
ナ禍における感染リスクの低減対策を万全にしつつ、下
記の通り開催されました。

・開催期間：令和3年6月2日（水）〜3日（木）
・場　　所：夢メッセみやぎ（宮城県仙台市）
JACICではブース展示において、「JACICクラウド」、

「建設副産物システム」等のパネル展示、BIM、/CIM動
画映像、および新技術のプレゼンテーションとして「ICT
プラットフォームによるDXの推進」を紹介しました。

新型コロナ禍の中、技術展全体では、約16,500人（来
場者：9,900人　WEB会場来場者：6,600人）の来場者が
ありました。

JACICのブースにおいても多くのご来場を頂き、あり
がとうございました。

【JACICの展示ブースの様子】

◆東北地方整備局主催の「洪水対応演習」の支援
本演習は、本格的な洪水期を前に、河川・ダムを対象

に洪水時の防災体制に万全を期するため、毎年、東北地
方整備局主催で管内一斉に実施しているものです。

今回、北上川下流河川事務所において、事務所と自治
体との避難情報等のホットライン（電話・WEB接続を

用いた情報共有）について、JACICルームの防災機能を
活用した演習が行われました。

【洪水対応演習の様子】

◆「ダム事業でのBIM／CIM活用」説明会の開催
説明会は、BIM／CIMの活用が急速に進展する状況の

中、東北地方整備局鳥海ダム工事事務所において、職員
の対応力向上等を目的に計画されたもので、JACICより
以下の内容を説明いたしました。

1．ダム事業の特徴とBIM／CIM
2．各事業段階におけるBIM／CIMの活用
3．デジタルツイン
4．ダムにおける情報共有システム

【BIM/CIM活用の説明会の様子】

おわりに
今年は、新型コロナウィルスの感染が終息し、従来の

仕事の仕方で、JACICが提供している各種システム等の
紹介を皆様にできることを願っております。

 （東北地方センター長　高橋孝男）
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