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１．１ 本研究の背景 
 
 1.1.1 建築生産業務と情報技術の発展 
 
 建築生産業務は、複雑かつ大規模である一品生産の人工物を生産するために企画から設計、施

工に至る一連の生産プロセスの中で、建築物の性能や品質、精度に関わるありよう情報(What to 
Build)と施工計画や施工手順などに関わるやりよう情報(How to Build)を作成し流通させなけれ

ばならない。1この流通される膨大な量の情報が建築生産プロセスや投入されるリソースをコン

トロールし、最終人工物である建築物が作られることになる。特に、施工段階では、発注者、設

計者、総合工事業者、専門工事業者、資機材販売業者など、多種多様な関係者が技術的な詳細の

決定に関与するほか、関係者同士の相互関係が非常に複雑である事が多い。また、不確実性が高

いことや工期が長い特徴から、決定された事柄であっても途中での変更が頻繁に発生する。こう

いう状況の中で、必要十分な情報を作成し、関係者間で円滑に流通することができれば、無理無

駄は最小化され、品質や生産性は向上するが、残念なことに多くの場合は、情報の作成と流通が

不十分なために、様々な無理無駄が生じ、品質と生産性を損ねている場合が多い。このような状

況の中、情報技術(Information Technology、以下 IT)の発展は、顕在化された課題を解決するた

めの大きな解決策として脚光を浴びてきている。 

 

 
図 1-1．情報技術の発展による建築生産業務への適用変化 

 
 1.1.2 ＩＴツール適用の変遷とその結果 
 
建築生産における情報技術の適用・活用は、1960 年代のはじめ、PERT/CPM や超高層ビルの

振動解析などに始まり、高成長時代を得て現在に至る間にコンピュータやインターネットなどの

進歩に応じて、生産プロセスに大きな影響を与えてきた。 
 今では超高層ビルの設計において、構造計算や構造解析、風の流体解析や日影解析などは、す

べて IT ツールを使って行っている。競技場などのドーム設計では、3 次元 CAD などを利用し、

1建築生産ハンドブック、古阪修三他 115 名、Ｐ348~349、2007 
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曲線が入った複雑な面のモデル表現を行う。また、大規模の施工現場では、鉄骨組み立ての施工

シミュレーションを実施したり、複雑な仮設の 3 次元表現とその部材の拾いだしなどを行ってい

る。鉄骨メーカや資材メーカでは、既に 3 次元 CAD を駆使し、IT レベルの高い生産プロセスを

確立しているところもある。さらに最近では、工事現場などでメールを活用して情報伝達を行い、

インターネットによる有益な情報収集やグループウェア機能による情報共有はもちろん、IPAD
などの高性能な携帯端末を用いた品質検査などを行うようになってきた。このように建築分野で

の IT 利用は、より複雑で大規模な建物をより短い工期で生産できるようにし、欠かせないツー

ルとなった。 
 
 建築生産での IT ツール適用環境は、様々なソフトウェアやハードウェア、さらにはインター

ネットなどのインフラによって提供されている。ソフトウェアだけでも、企画、設計、積算、施

工、維持・保全に至る全ての段階で様々なものが存在している。さらには、インターネット上の

Web ブラウザーで利用できる ASP(Application Service Provider)ツールも多く提供されるよう

になってきた。また、ハードウェアも、高速処理で大容量の記憶容量を持つパーソナルコンピュ

ータ(以下 PC)だけではなく、携帯電話、PDA(Personal Digital Assistant)、デジタルカメラなど

のモバイル関連の多くのツールが現場で利用されるようになってきた。さらにインターネット環

境は、高速デジタル通信網と呼ばれている ADSL はもちろん、超高速通信網と呼ばれる光ケーブ

ルや無線通信網などが安価で利用できるような状況になってきている。これら IT ツール適用環

境によって、必要な情報は簡単にどこにいても、いつでも蓄積でき、共有化し、検索・利用でき

るようになってきている。いわゆるユビキタス(Ubiquitous)環境が徐々に建築生産現場でも整い

始めてきている状況になってきた。 
しかし、実際の建築生産現場では、上述のように著しく発展した IT ツールや環境の整備にも

関わらず、紙や FAX などアナログ的なモノが好まれる現実がある。これは建築生産現場への IT
ツールの適用や環境の整備がまだまだ成長期であり、多くの問題や課題を乗り越えていく必要が

あると捉えることができる。 
 

 1980 年代後半から 1990 年代にかけて IT 業界で流行していたのが AI、つまり人工知能であ

る。建築業界でも大手ゼネコンを筆頭に、この AI 技術を用いたエキスパートシステムの適用が

試みられた。エキスパートシステムは、専門家の知識を蓄積することで、専門家でなくてもその

知見を活用して適切な判断や対処ができるというツールであったが、現在残っているツールは一

つもない。その理由として、専門家の知識をデータ化するのが大変だったことを指摘できる。専

門家はデジタルでものを考えているわけではないので、それをデジタル化したデータに変換する

必要があった。さらに、大量の専門家知識をデータ化できても、それを処理するコンピュータの

能力が当時は劣れていた。結果的には少ない知識と単純なルールに基づいた、ルールベースのエ

キスパートシステムが開発・適用された。当時のシステム規模だと、それを構築したエンジニア

ならばコンピュータに頼らずとも結果が予測できるほどの知識量だったためである。IT ツールの

開発・適用に多額な投資がなされたにも関わらず、適用当時に想定できなかったことによる問題

により、普及されなかった。 
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図 1-2．ＩＴツール適用とその結果 

上述から IT ツール適用による効果や問題を事前に把握することができれば、問題になりうる

事柄に関して適切な処置を行うことで、より一層 IT ツールの適用効果を見出すことができると

考えられる。 
 上記のようにある程度先の事実を、事前に予測・把握する身近な手法として、天気予報のアル

ゴリズムがある。天気予報は、科学的根拠に基づき行われる近い未来の気象現象の予測のことを

意味する。厳密には、過去の天気や各地の現況の天気・気圧・風向・風速・気温・湿度など大気

の状態に関する情報を収集し、これをもとに、特定の地域あるいは広範囲な領域に対し、当日か

ら数日後まで（種類によっては数ヶ月後に及ぶものもある）の天気・風・気温などの大気の状態

と、それに関連する水域や地面の状態を予測し伝えるための、科学技術のことである。2 

 

１．２ 本研究の目的 
 
 上述のような背景を踏まえて、今後も顕在化している課題や問題を解決するために、ＩＴツー

ルは様々な形で施工管理・実施業務へ適用されると思われる。そこで、今後 IT ツールの適用を試

みる場合において、如何に適用したら適用による問題や課題を減らし、効果を最大限に見出せる

かに関して把握する必要がある。そこで、本研究では 
①IT ツールの特徴と建築生産における施工管理・実施プロセスの特性に関して共通認識できる

記述手法を提案し、ＩＴツール適用の特徴とそのインパクト(ＩＴツールによる影響)を正確に把

握する。 
②実際の IT ツール適用事例へ提案した記述手法で表現し、IT ツール適用のインパクトに関し

て分析を行いインパクトの傾向を明らかにする。 
③その後、把握できたインパクトの傾向から IT ツールの適用を試みる場合において、事前に

考慮しておくべき課題を明らかにし、インパクトを把握する手法として可能性を示す。 
ことが目的である。 

2大村順一郎の天気予報ガイド  http://seesaawiki.jp/otenki/ 
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１．３ 本研究で扱うＩＴツールの範囲とインパクトの定義 
 
 建築生産業務で扱われるＩＴツールは、巨視的に捉えると企画段階から、設計、施工、維持・

補修に及んで、様々な形で適用されている。企画段階では全体スケジュール管理システムや予算

計画・概算システムなどが適用されている他、設計段階では意匠設計図・構造設計図・設備設計

図ＣＡＤシステムなどが適用されている。施工段階に入ると、施工図ＣＡＤシステム、施工計画

システム、品質検査システム、入退場管理システム、部材管理システムなど多種多様なシステム

が適用され、その後維持補修段階では、維持保全管理システムやエネルギーモニタリングシステ

ムなどが適用されている状況である。 
 上述のように様々な段階で多種多様なＩＴツールが適用されている中、本研究では、特に施工

段階におけるＩＴツール適用に着目して研究を進める。(図 1-3 参考) 
施工段階に着目した理由は以下に記述する。 

 ①施工段階におけるＩＴツール適用は、作業所事務所を中心とした施工管理業務と、作業現場

を中心とした施工実施業務に並行して適用される。 
 ②施工段階におけるＩＴツール適用は、作業所を統括するゼネコンと、そのゼネコンから作業

を受け持った多種多様のサブコン、そして機械設備(タワークレーンやリフト、フォームなど)を
直接運用するオペレータ、作業所外部主体からの支援など複雑な主体が関係し適用される。 
 ③施工段階を微視的に捉えると、工事計画フェーズ・事前準備フェーズ・施工フェーズに及び

ＩＴツールが適用されている。 
 

 
図 1-3．本研究で扱うＩＴツールの範囲 

 
上述の適用範囲におけるＩＴツールは、施工管理・実施プロセスの情報を扱う道具や手段であ

り、施工管理プロセスに適用され工事計画情報や実績情報を扱う情報系ＩＴツールと、施工実施

プロセスに適用され機械設備に関わる実績情報を扱う機械系ＩＴツールに分けることができ、プ

ログラムで構築されているソフトウェアや機械設備であるハードウェアを意味する。 
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詳細には、施工段階におけるリソースである主体・資機材・作業内容などの情報を対象にして、

工事を実施する前に工事計画を作成するツールや、工事実施中或いは実施後の結果である実績デ

ータを収集するツール、そして工事計画情報や実績データを利活用するため加工するツールなど

が対象である。 
 本研究は、施工段階における管理側と実施側でのＩＴツールの影響を把握することが目的であ

る。そこで施工段階のＩＴツールの中で、施工図ＣＡＤ作成など直接図面をハンドリングするツ

ールは対象外とした。その理由は、施工図ＣＡＤ作成ツールは、主に施工段階の前段階である設

計段階の意匠・構造・設備設計主体との情報のやり取りが、重要な要素であることが考えられる

からである。本研究では、施工図ＣＡＤ作成ツールの適用結果であるＣＡＤ情報は、情報として

扱うがツールに関する分析は対象外とした。 
 
 本研究で扱うＩＴツール適用によるインパクトとは、ツールを適用したことで施工管理プロセ

ス或いは実施プロセスにおいて関係主体へ与えた、ツールに関わる影響を意味し、その種類とし

ては肯定的な影響(ポジティブ・インパクト)と否定的な影響(ネガティブ・インパクト)がある。 
ツールに関わる影響とは、主にツールが情報を扱う機能と大きく関わる。ツールへの情報の入

力や、入力された情報の集計・分析などの加工、そして加工された情報の出力・利用などである。 
この時の影響は適用当初の目的に関する事柄だけではなく、工事計画・事前準備・施工フェー

ズに至るプロセスの中で現れた、関係主体への影響全般を含む。例えば、揚重予約システムでは、

ゼネコン側において揚重予約の集計を効率的に行うことを目的に適用したが、集計の効率化とい

うポジティブ・インパクトの他に、予約情報の入力に関してサブコン側に手間が出るネガティブ・

インパクトが現れていることがある。当初の目的が達成できたことがサブコン側の手間を最終的

に補完できれば問題は無いと思われるが、実際は如何なのか？などについて明らかにする必要が

ある。 
 
 上述のようにＩＴツールとインパクトを捉え、施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適

用インパクトに関して以後、調査・分析を進める。 
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１．４ 本研究の方法と構成 
 
 本研究では、目的を達成するために以下の手順で研究を進めていく。 
 
 ①施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適用の記述手法を提案するための考慮要素を抽

出するために、日本の過去(1980 年代～90 年代)における IT ツール適用について文献調査を行う。

(2 章 2 項) 
 ②文献調査では、ＩＴツール導入による影響やその後の行方などについて全てを明確に把握す

ることが難しい。そこで、実際に当時の IT ツールの研究や開発に関わった実務者へのヒアリン

グを行い、追跡調査を行う。(2 章 3 項) 
 
 ③文献調査とヒアリング調査から明確にされた事柄を基に、施工管理・実施プロセスにおける

IT ツール適用に関する記述手法を提案する。(3 章) 
 ④提案した記述手法で過去の適用事例記述し、記述手法の有効性を確認する。(4 章) 
 ⑤提案した記述手法へ過去のインパクトの評価と記述手法によって新たに確認できたインパ

クトを表現し各々のＩＴツール適用事例に関してインパクトを明らかにする。(5 章 2 項) 
 ⑥記述手法による表現結果からＩＴツール適用タイプを抽出し、適用タイプに基いたインパク

ト分析を行う。(5 章 3・4 項) 
 ⑦ＩＴツール適用によるネガティブ・インパクトの改善に関して時系列分析を行う。(5 章 5 項) 
 ⑧分析結果から IT ツールの開発・適用を試みる場合において、事前に考慮しておくべき課題

を明らかにし、インパクトを把握する手法として可能性を示す。(6 章) 
 

 

図 1-4．本研究の方法と構成 
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１．５ 用語の整理 
 
【施工】 
 建築の企画→設計→施工→維持・補修のプロジェクトの中で、企画・設計された建築を物理的

に実現していく過程であり、製造・製作された部品や資材のアッセンブル過程といえる。材料、

人、機材等のリソースを生産プロセスに投入して成果物である建築物を作る。情報によって制御

される。 
 
【管理】 
ある目的を効率よく継続的に達成するために必要な活動を意味する。 
 

【管理プロセス】 
計画→実施→確認・評価→修正・処置・対策→計画になる PDCA サイクルを意味する。 
 

【情報プロセシング】 

目的に従って生のデータを加工して、有意な情報を抽出する操作の過程を意味する。 

 

【ＩＴツール】と【インパクト】に関しては、1.3 で定義している。 
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２．施工管理・実施プロセスにおける IT ツール適用に関する調査 

２．１ 緒言：調査の概要 
２．２ 施工管理･実施業務における IT ツール適用に関する文献調査 
２．３ 施工管理･実施業務における IT ツール適用に関するヒアリング調査 
２．４ 結言 
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２．１ 緒言：調査の概要 

 

2.1.1 調査の対象と目的 

 

 日本における 1980～90 年代は、バブル時代の盛況とその崩壊による社会的な背景や情報技術

の発達による技術的な背景などから、大手ゼネコンを中心に様々な研究や開発が活発に行われ、

実際の施工管理・実施業務への適用が試みられた時期である。適用された管理業務としても、コ

ンクリートや仕上げ材の品質管理、揚重機やタワークレーンなどの機械設備の管理、作業員の労

務や安全管理、実積を収集して計画と比較・分析を行った進捗管理など、広い範囲にわたってＩ

Ｔツールが適用された。ＩＴツール適用の目的も各管理業務時間の短縮や手間の削減から、安全

な作業の実行、適切な部材の調達など、様々な目的を果たすために適用が試みられている。 

そこで本章では、1980～90年代日本においての施工管理・実施業務へ適用された各々のＩＴツ

ールが、いったい何を目的にどのように施工管理･実施業務へ適用されたのか、効果は何だったの

か、問題点や課題はどういった事柄があったのかなどについて調査を行う。 

 
2.1.2 調査の方法 

 
 1980～90 年代の施工管理･実施業務に適用された各々の IT ツールに関して調査を行う方法と

して、①1980～90 年代に発表された文献による調査、②当時の研究・開発などに実際関わってい

た実務者へのヒアリング調査を行った後、筆者が施工管理業務への IT ツール適用に関して体系

的な整理を行った。 
 
 2.1.3 1980～90年代の事例を対象とする意義と将来展開の方向性 

 
 1980～90 年代と現在を比べると、現在はＩＴツールが飛躍的に発達して、施工管理・実施プロ

セスへ適用されていることは明らかである。しかし、現在において適用されている最新の事例は、

まだ研究・開発の進行途中にある事例が多く、その内容について公表されているのも数少なく、

正確に捉えるには限界があると考えられる。そこで、ＩＴツール適用の内容に関して公表されて

おり、当時直接関係していた方々にヒアリング可能である、1980～90 年代の事例群を選択する

ことにした。 
 現在、1980～90 年代の研究や開発から 20 年以上の年月が経ち、その当時の試みに対する歴史

的評価が客観的に定まっていると捉えることができる。そして、現在において用いられているＩ

Ｔツールに関しても、1980～90 年代に試みた数々の適用事例の延長線上にあると考えられる。

例えば、現在適用されているＩＴツールに、入退場管理システムや揚重管理システム、品質検査

システムなど用いられているが、このようなＩＴツールは 1980～90 年代にも適用されており、

当時の試みが現在の状況にあった方向に改善をされていると捉えられる。よって、施工管理・実

施プロセスにおけるＩＴツール適用インパクトに関して同様な結論を見出すことが出来ると考

えられる。 
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２．２ 施工管理･実施業務における IT ツール適用に関する文献調査 
 
2.2.1 文献調査の対象 

 
 文献調査の対象として、日本建築学会建築経済委員会から発行されている論文集である「建築

生産と管理技術シンポジウム」(1985 年度第 1 回～1996 年度第 12 回)と「建築生産シンポジウ

ム」(1997 年度第 13 回～1999 年度第 15 回)から、施工管理･実施業務へ IT ツールを適用した既

往事例を選定した。本論文集は、建築生産分野の研究の発展を図るとともに、広範囲の分野の研

究者・実務者による最先端の現状分析や将来の展望に関して議論を行っている文献である。 
文献

番号 

発表

時期 
文献の題名 発表団体 

1 1985 工事管理に於けるパーソナルコンピュータの活用(クレーン衝突防止システム) フジタ工業 

2 1986 
スリップフォーム工法現場における精度管理等を支援するパーソナルコンピュータの利

用 
大林組 

3 1986 建設現場における労務管理システム 鹿島建設 

4 1988 
作業所に於けるパソコン入出力方法の改善(ハンディーターミナルを利用した室内仕上げ

チェックシステム) 
竹中工務店 

5 1988 バーコードシステムによる仕上げ管理システムの開発 フジタ工業 

6 1988 資材搬送システムの開発(第一報)－資材搬入計画システム－ 清水建設 

7 1988 揚重予約・実績管理システムの開発 竹中工務店 

8 1988 
汎用型 ID カード労務管理システムの開発と実施－作業所に於ける実際に運用結果の

報告－ 
竹中工務店 

9 1989 仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ)の開発と運用 竹中工務店 

10 1990 タワークレーンスケジュール管理システムの開発 鹿島建設 

11 1990 揚重管理システムの開発 鹿島建設 

12 1990 進捗管理システムの開発と運用 清水建設 

13 1992 資材揚重及びスケジューリングシステムの開発 竹中工務店 

14 1992 パームトップ型コンピュータ利用による仕上工事チェックシステムの開発 竹中工務店 

15 1994 OA 化による現場日常管理システムの実装とその効果(機材使用状況把握システム) 鹿島建設 

16 1995 施工現場における情報管理と携帯端末の役割 清水建設 

17 1995 資材搬入管理及び建方計画管理システムの開発(その 1) 大林組 

18 1996 超高層ビルにおける仕上材搬送管理 大林組 

19 1996 揚重管理システムの開発－パーソナルコンピュータを利用した資材の揚重管理－ 東急建設 

20 1997 
建設作業所における物流計画管理システムの構築－ロジスティクス一貫システムの開

発－ 
大成建設 

表 2-1．文献調査対象リスト 
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2.2.2 文献調査の方法 
 
 各々の IT ツールに関して図 2-1 のような事例調査シートに従って概要の整理を行った。ここ

ではその当時の客観的事実を捉える事が目的であるために、文献に記述されていない事柄に関し

ては記述しないことにした。事例調査シートの内容は以下である。 
(1) 基本情報：文献番号、事例名称、実施年度と企業名 
(2) 背景：なぜこの IT ツールが必要だったのか 
(3) 目的：なにを改善しようとしたのか 
(4) 利用段階：どの場面で使うのか 
(5) 利用場所・利用者：だれが、どこで使うのか 
(6) デバイス：どのような機器を使うのか 
(7) ツール構成・機能・運用：どのように使われるのか 

 
 上術の概要について調査を行った後、IT ツールの適用影響について、効果や課題・問題点など

について詳細に調査を行った。 
 
 
 
文献

番号 
事例名称  

実施年度・団体  

背景  

目的  

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

      

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

     

デバイス  

ツール構成/機能 

/運用 
 

図 2-1．事例調査シート 
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2.2.3 既往文献の調査 
 

【文献１】工事管理に於けるパーソナルコンピュータの活用(クレーン衝突防止システム)3 
 

1 事例名称 クレーン衝突防止システム 

実施年度・団体 1985／フジタ工業 

背景  

目的 ・鉄骨や PC 部材の建方などクレーン作業に伴う安全管理 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

   クレーン安全   

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン クレーン操作者   

デバイス 16 ビット PC、センサー、無線機、監視用カメラ 

ツール構成/機能 

/運用 

・機能：吊に荷モニター機能、衝突防止機能、

事務所用モニター機能 

 

図 2-2．クレーン衝突防止システムの事例分析シート 
 
  図 2-2 はクレーン衝突防止システムの適用事例である。鉄骨や PC 部材の建方などクレーン

作業に伴う安全管理を目的として適用された。吊り荷モニター機能により旋回・起状・巻き上げ・

走行を検出する各センサーからの信号を車載のパソコンで解析し、画面にクレーン本体と吊り荷

の位置及び高さを表示した。衝突防止機能は、複数のクレーンの作業範囲が重複する場合は、無

線機によってお互いのデータを交換し、画面表示するとともに、異常接近の時は警戒警報を鳴ら

して注意を促し未然に防止する。また、事務所用モニター機能として、事務所にも同等のパソコ

ンと受信機を置き、各クレーンのデータを受信して現在位置を表示する。また、ブーム先端に監

視用カメラを取り付け、作業域に上部からテレビ―モニターも併用した。 
 ツール適用の効果としては、天候による視界不良時や夜間作業で、能力の低下を最小限におさ

え、効率良い作業が可能であることやクレーン運転に必要な技能レベルを下げられることが上げ

られる。課題や問題点としては、ハードウェアが既製品なので、寸法・耐環境性など、収りにつ

いて考慮する必要があることや、作業記録が残せれば、歩掛把握や計画・実積の対比などに有効

であることが指摘されている。 

3山下純一他 3 名、第 1 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ93~96、1985 
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【文献２】スリップフォーム工法現場における精度管理等を支援するパーソナルコンピュータの

利用 4 
 

2 事例名称 精度管理及び若令強度管理システム 

実施年度・団体 1986／大林組 

背景 
・スリップフォーム工法：施工速度が速い、短時間に作業が集中 

－作業員が多い(作業管理上問題)、若令 C 強度確保・確認(品質管理上問題) 

目的 
・精度管理 S：工事中の精度をリアルタイムに計測、計測結果に基づく制御 

・若令強度管理 S：積算要請湿度によって初期圧縮強度を推定 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

躯体コンクリート   スリップフォーム精度   

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 場所特定無 

  ゼネコン   

デバイス 

・精度管理 S：装置高さ自動計測装置(レーザ)、8 ビット NECPC8000、オンライン 

・若令強度管理 S：多点式湿度センサー(熱電対方式)、16 ビット NECPC9800、オンラ

イン 

ツール機能/構成 

/運用 

・精度計測 S：中心位置の変位、スリップフォーム装

置のねじれ、回転量、装置の絶対高さを自動計測 

・精度表示 S：リアルタイムで CRT に表示、管理基

準値と比較検討し、修正制御作業の要否決定 

・精度制御 S：自動レベル管理 S 利用、任意のレベル

でジャッキの作動を停止することで、変位修正 

・C 若令強度管理 S：多点式湿度センサーでリアルタ

イムな自動計測し、積算養成湿度を PC の内部時間機

能と精度管理 S における高度計のデータ使用し自動

計算後、関係式による若令強度推定 

・二つの S 共に、PC を実際の工事現場内(司令室)に持ち込んだ 

図 2-3．精度管理及び若令強度管理システムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 
 

4堤和敏他 1 名、第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、ｐ113~116、1986 
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図 2-3 はスリップフォーム工法現場における精度管理システムの適用事例である。スリップフ

ォーム工法は、①スライドに先行して、配筋作業を行い、②スリップフォーム装置と一体化され

た型枠内にコンクリートを打設する、③型枠下端のコンクリートが自立できる強度に達したかど

うかを確認し、④装置をスライドさせる、といった順に工事が進められる。在来のどの型枠工法

よりも、施工速度が速いという特徴をもっている一方で、短時間に作業が集中するために、作業

員が多くなり易いという作業管理上の問題や、若令コンクリートの強度確保及び確認という品質

管理上の問題がある。従来、コンクリート強度の確認は型枠下端のコンクリートを指でおしたり、

鉄筋棒を上部より突き刺したりあるいは、テストピースでの圧縮強度試験によって行われていた。 
 

 1)精度管理システム 
 出来上がりとして精度を確保するためには、工事中の精度をリアルタイムに計測し、その計測

結果に基づいて装置の制御を行なうことが重要である。そこでレーザー光による装置高さ自動計

測装置とパソコンとを連動させた。レーザー光(制度計測システム)によって計測されたデータは、

指令室に設置されているパソコンにオンラインで送られ、中心位置の変位量、スリップフォーム

装置の回転量などが計算され、その結果がリアルタイムで画面(制度法事システム)に表示される。

予め設定されている管理基準値と比較検討され、修正制御作業の有無が決定される。修正作業が

必要であれば、自動レベル管理システム(精度制御システム)を利用して行われる。 
 
 2)コンクリート若令強度管理システム 
 スライディング工事において、型枠内部のコンクリート自重が自立できるだけの強度が発生す

る時点でスリップフォーム装置のスライドができる。そこで、経過時間と仮想養成湿度との積で

ある積算養成湿度によって初期圧縮強度を推定する。コンクリート湿度の計測にあたって、熱電

対方式による多点式湿度センサーをスリップフォーム装置のヨーク部に取付け、リアルタイムな

自動計測を行った。このデータは指令室に設置されたパソコンにオンラインで入力され積算養成

湿度が計算され、若令強度が推定される。 
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【文献３】建設現場における労務管理システム 5 
 

3 事例名称 労務管理システム 

実施年度・団体 1986／鹿島建設 

背景 

・労務安全管理 

－多数作業員のタイムリーな現状把握(資格、健康、年齢)と適切な指示、指導要求 

－手作業で資料整理・集計に膨大な時間と手間 

－作業指示書が届かない、人員配置のその場対処による突貫工事や無駄な出費 

目的 
・日常業務で発生する膨大なデータ処理とタイムリーな作業員把握、きめ細かな労務安

全管理を支援 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

    入退場、作業員  

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 場所特定無 

 ゼネコン ゼネコン/作業員   

デバイス ・ID カード(磁気ストライプ)、リーダー、中継ボックス、N5200PC、プリンター 

ツール機能/構成 

/運用 

・作業員台帳 S：台帳を提出後、C に随時

登録する。個人別台帳、業者別作業員名

簿、出身地・住居別名簿、法定資格者一覧

表、建退共添付表等 

・入退場管理 S：入退場情報、作業員情報

をオンライン・リアルタイム検索。作業員

一覧、有資格者一覧、要注意者一覧、個人

別日報等 

・作業指示書発行 S：翌日工程表と作業指示事項入力し発行、実積記入による作業日報

も兼用。 

・作業日報処理 S：作業指示書発行 S 利用しデータ入力の手間削減。日報タイプ、累計

タイプ、月報タイプ 

図 2-4．労務管理システムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 
 

5 小森一宇他 1 名、第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ133~136、1986 
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 図 2-4 は建設現場における労務管理システムの適用事例である。日常管理業務としてムダの無

い作業員配置と的確な作業指示を行うことが重要である。さらに労務安全管理面では、現場へ入

退場する多数の作業員について、タイムリーな現状把握を行い資格、健康、年齢などによる適切

な指示、指導が要求される。従来、これら業務が手作業で行われ、資料の整理や集計に膨大な時

間と手間があった。このため、一部で作業指示が行き届かなったり、人員の配置がその場で行わ

れた後手の管理のため、突貫工事になったり無駄な出費が強いられた。そこで、本システムは日

常作業で発生する膨大なデータの処理と、タイムリーな作業員の把握、極め細かな労務安全管理

などを支援する。 
 1)作業員台帳システム 
 従来、工事に従事している全作業員の氏名、年齢、保有資格、所属組織などは現場に新規に入

場する際、台帳に記入し保存、活用している。この台帳が提出された時点でパソコンに随時登録

することで、必要な時に帳票として資料を作成する。 
 2)入退場管理システム 
 作業台帳のファイルを基にいつ、誰が、現場へ入退場したか、現在どこの業者のどの職種の作

業員が何人働いているか情報をオンラインでリアルタイムに検索できる。各業者の作業員には新

規入場者安全教育時に提出された作業員台帳と引換えに磁気ストライプカードを利用した ID カ

ードを渡す。入退場ゲートに設置した ID カードリーダにカードを通すことで入退場情報がリア

ルタイムに収集できる。必要に応じた帳票(作業員一覧、個人別日報など)が出力できる。 
 3)作業指示書発行システム 
 作業指示書は当日または明日の作業内容、手配人員、安全注意事項などを工程計画に基づき作

成し職長に手渡しているが、作業内容を表す用語や指示事項などが、違った言葉で表現されてい

て、中途半端な指示をすることがある。用語の整理を行い、体系化を図った。工事担当者は翌日

の工程表と、当日の作業の進捗状況より、翌日の指示事項を一覧表より選択しパソコンに入力す

る。作業指示書は実際に作業を行った実積を記入する作業日報も兼用している。一日の作業の終

了後、作業実績を記入し返却させることにより、作業日報処理システムの入力シートとして使用

できる。 
 4)作業日報処理システム 
 作業指示書発行システムによりデータ入力を非常に楽に行える。提出された指示書兼日報の業

者コードを入力すると画面上に、前日発行した作業指示書と同じ内容が表示され、実積のみを入

力する。必要に応じて日報タイプ、累計タイプ、月報タイプの帳票を出力できる。 
 
 ツール適用の効果としては、①作業員の情報をタイムリーに現場担当者が把握できることや、

②資格別や出身地別などの検索が容易に行え、連絡や指示がスムーズに行えること、③作業員の

人数が素早くかつ正確に把握できることにより、手配通りの人員や有資格者が就労しているかど

うか早めにチェックできること、④作業指示や日報の作業内容が統一されて行えるため、出面や

出来高の集計・整理が容易になることが述べられる。 
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【文献４】作業所に於けるパソコン入出力方法の改善(ハンディーターミナルを利用した室内仕上

げチェックシステム)6 
 

4 事例名称 ハンディターミナルを利用した室内仕上げチェックシステム 

実施年度・団体 1988／竹中工務店 

背景 

・ホテルやマンション等、類似仕上げの部屋数が大量の仕上げチェック作業は、現場で

野帳やチェックシートに欠落を記入し、事務所で協力会社別に分類し、修正作業指示書

を発行するといった非常に煩雑な業務 

・従来の仕上げ工事品質の最終チェック：作業現場で野帳に階・室名・部位・不具合状

況等を記入し、事務所において内容を別の担当者が協力会社毎に分類し、修正作業指示

書を発行 

・手作業で情報が伝達され、指示・確認忘れ・ミス発生しやすかった 

目的 ・PC 中心にハンディターミナル・バーコードリーダーの組合わせで業務合理化 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

仕上げ工事      

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 場所特定無 

 ゼネコン ゼネコン   

デバイス ・IBM5550PC、ハンディターミナル、バーコードリーダー、プリンター 

ツール機能/構成 

/運用 

・ハンディーチェック部分：

バーコード印刷したチェッ

クシートをとじたチェック

バインダー利用タイプ、液晶

タッチパネル利用し選ぶタ

イプ 

・情報が発生した場所での入

力、必要な場所・必要な形で

の出力 

図 2-5．ハンディターミナルを利用した室内仕上げチェックシステムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 

6 日下哲他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ209~212、1988 
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 図 2-5 はハンディターミナルを利用した室内仕上げチェックシステムの適用事例である。ホテ

ルやマンション等、類似仕上げの部屋数が大量にある建物の仕上チェック作業は、現場で野帳や

チェックシートに欠陥を記入し、事務所で協力会社別に分類し、修正作業指示書を発行する非常

に煩雑な業務になっていた。そこで、パソコンを中心にハンディーターミナル・バーコードリー

ダーの組み合わせで業務の合理化を図っている。入出力の改善としてキーボードから入力するの

は、メニューを選ぶ際の数字入力だけで、チェック段階では、バーコードブックからハンディー

ターミナルのバーコードリーダを使って読み込むか、ハンディーターミナルの液晶タッチパネル

を抑えるかの何らかの操作だけである。修正報告の入力時は、指示書に印刷されたバーコードを

読み込むだけである。 
 
 ツール適用の効果としては、①チェックから指示書発行までの時間が 30％程度短縮されたこと

や、②一度チェックした項目は、故意に削除するまで残るので、指示忘れや確認忘れが発生する

確率は非常に小さいこと、③今までのチェック方法では、部屋別の指示件数や業者別の欠陥数な

どを分析するのは非常に手間のかかることだったが、欠陥がすべてパソコンデータとして残って

いるので、それらの分析が容易であることが述べられている。 
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【文献５】バーコードシステムによる仕上げ管理システムの開発 7 
 

5 事例名称 バーコードシステムによる仕上げ管理システム 

実施年度・団体 1988／フジタ 

背景 

・従来の仕上げ工事管理の問題(手作業) 

 －現場でのチェックを出来高表に書き写す手間がかかり、書き写しミス発生 

 －完了率・進捗スピードについて個別に集計・計算必要 

 －関連作業の前後関係の確認が困難 

目的 
・多数の作業工程が小ブロックごとに繰り返されるマンション、ホテル等の仕上げ工事

管理の省力化 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

仕上げ工事  仕上げ工事    

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン ゼネコン   

デバイス PC、携帯用バーコードリーダー 

ツール構成/機能 

/運用 

 

図 2-6．バーコードシステムによる仕上げ管理システムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 鶴家健他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ213~218、1988 
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 図 2-6 はバーコードシステムによる仕上げ管理システムの適用事例である。仕上工事の管理は、

非常に手間がかかるばかりでなく、戸数が多い場合には、進捗状況の正確な把握が困難であった。

対象住戸群を表した立面図(出来高表)を事務所の壁に貼り、現場でチェックした工事出来高をこ

の図に書き直すといった方法がよく用いられた。こうした手作業による方法では、①現場でのチ

ェックを出来高表に書き移す手間がかかり、書き写しミスもおこる、②完了率、進捗スピードに

ついて個別に集計・計算が必要となる、③関連作業の前後関係の確認が難しい等、問題があった。

こうした問題を改善しようと、出来高管理へのパソコンの利用を試行した事例はあるが、現場で

チェックしたデータをキーボードからパソコンに入力しなければならないという課題が残って

おり、省力化の効果が少ないことから普及していなかった。そこで、パーソナルコンピュータと

携帯用バーコードリーダーを用いて、多数の作業工程が、小ブロック(住戸或いは部屋)ごとに繰

り返されるマンション、ホテル等の仕上工事管理の省力化と工事管理の強化を図ろうとした。 
 工事開始前の初期設定として、工事概要の登録と出来高チェックのためのバーコード作成を行

う。特に、作業ごとに選考作業を登録することで、作業手順が設定でき、作業間の工程把握・調

整が可能となる。携帯用バーコードリーダーとバーコード帳票を現場に携帯し、作業状況をチェ

ックし出来高収集をした後、事務所に設置したパソコンへデータ転送を行う。パソコンで、出来

高管理・作業指示書発行・進捗度グラフ作成を行うことができる。また、パソコンのキーボード

からも出来高の記入・修正可能である。 
 
 ツール適用の効果としては、①バーコード帳票により、出来高データ入力の標準化・省力化が

可能であることや、②現場でのチェックをパソコンに入力する手間が省け、入力ミスがないこと、

③パソコンにより、作業ごと・住戸ごとの出来高の確認、進捗率の算定が容易になったこと、④

自動的に次工程の作業可能なことが算出され、作業指示書として発行できること、⑤進捗グラフ・

進捗予想グラフの作成ができること、⑥手直し工事のチェックと担当業者への手直し指示も可能

であることが述べられている。 
 
 仕上工事の管理業務としては、工程管理と品質管理の業務があるが、この事例は、工程管理に

重点をおいている。品質管理面では、単に手直しコードを設定しているのみで、手直しの具体的

な内容までは管理していないために、具体的な内容を協力業者へ指示するところまでは至ってい

ない。そこで、手直し内容を事前に検討・分類(3 種のコード追加設定)しバーコード化を考えてい

ることが課題として述べられている。 
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【文献６】資材搬送システムの開発(第一報)－資材搬入計画システム－8 
 

6 事例名称 資材搬送計画システム 

実施年度・団体 1988／清水建設 

背景 

・資材搬送基本：必要な部材を必要な時に必要な量供給し、資材と労務の調和を図りス

トック量を減らし労務の手間値を短くする 

・資材搬送は多数の情報でコントロールされており、このコントロールが及ばないとこ

ろでムダ・ムラ・ムリがでている(物理的資材の流れと情報の流れが関連) 

目的 ・N-HPC 工法での躯体工事における部材搬入数量と時期の管理 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

   躯体部材搬入計画・実積   

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン  資材メーカー  

デバイス ・16 ビット PC、プリンター、マウス 

ツール機能/構成 

/運用 ・各部材が搬入されるまでの政策・養

成・運搬の予定をバーチャートで表

し、中・長期計画を制作メーカーや現

場で確認できる 

図 2-7．資材搬送計画システムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 小畑政雄他 3 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ245~248、1988 
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 図 2-7 は資材搬送計画システムの適用事例である。資材搬送は、必要な試合を必要な時に必要

なだけ供給し、資材と労務の調和を図りストック量を減らし労務の手待ちを短くすることになる。

特に、多数の情報でコントロールされており、このコントロールが及ばないところでムリ・ムダ・

ムラが生じている。特にこの事例で使用されている N-HPC 工法での躯体工事は、多数の部材が

短時期に複数の工場から搬入され、限られた仮置きスペースの制約の基に所定の建方工事を消化

するので、搬入数量と時期を重点的に管理する必要がある。 
 入力や確認は、CRT 画面上に書かれた画面で行う。入力は平面図上に表現された各部材位置で

マウスを操作する方法と、範囲を指定する方法があり、範囲入力にすると、範囲内での建方順序

をルールに従って自動的に決められる。計画と納入や建方実積の日別リストが画面で比較や確

認・出力でき、部材ファイルを工場別に層別した工場別リストで、1 週間単位に工場へ伝達され

部材の制作計画と管理に使われる。また、各部材が購入されるまでの、制作・養成・運搬の予定

をバーチャートで表し、中・長期計画を制作メーカ、現場で確認できる。 
 
 ツール適用の効果としては、①部材の発注や搬入管理に必要な指示書、リスト、予定表の作成

にこれまで 1 時間程度を費やしていたが、数分でできることや、②CRT 上の平面図とリストで搬

入部材と建方部材を確認でき、搬入と建方時期の整合性を保つことができること、③入力内容を、

CRT 上の平面図で視覚確認でき、入力ミスが無くなったこと、④搬入予定を長期的な視点で見直

すことができるので、事前に対策を打てることが述べられている。 
 しかし、①部材の搬入実積を自動収集できれば、運用がスムーズになる。その手段として、バ

ーコード、無線を利用して名称を読み取る方法や、ハンドヘルドコンピュータ等が述べられてい

る。また、②システムの基本となる部材情報が、クローズしていて他のデータベースを利用でき

てなく、CAD データや部材データベースとのリンクが必要であること、③メーカへのデータ伝送

方法として、モデムを利用した通信方法が確立しているが、メーカ側で伝送されたデータを直接

パソコンの入力として利用するのでなければ、FAX の機能で十分であり、発注から購入までのリ

ードタイムが長い場合は、現場からメーカに戻る空トラックでデータを伝送すればコストが発生

しないことや、④適用範囲を在来工法な仕上工事に拡充する必要があることが、課題として述べ

られている。 
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【文献７】揚重予約・実績管理システムの開発 9 
 

7 事例名称 揚重予約・実積管理システム 

実施年度・団体 1988／竹中工務店 

背景 

・建築物の高層化・大型化に伴い建設用リフトの揚重資材料が増し、揚重管理業務の施

工管理に占める割合が増加 

・作業所毎に作成したリフト使用申込み書を提出させ、3 時の打ち合わせ会等で現場員

が調整を行っていたが、管理面で問題があった(予約・調整手間増加、揚重時に労務の稼

働率低下、揚重作業の遅れ) 

目的 ・省力化・揚重作業の効率向上及び効果的な揚重計画の立案 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

   揚重機予約・実積管理   

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン サブコン  揚重専門工・オペレータ 

デバイス ・PC、多機能リフト、移載装置、操作室、揚重専門工 

ツール機能/構成 

/運用 

 
・多機能リフト：揚重時間短縮及び揚重回数増加 

・移載装置：積込みや積降ろし作業時間短縮、省力化 

・揚重専門工：揚重作業の一元化で作業効率化、省力化 

・揚重予約 S 

 －現場員入力用 S：業者が次週分の揚重予定をリフト使用申込書記入し提出、現場員

が各業者データを一括 PC 入力し、調整・出力行い業者に確認させる 

 －業者入力用 S：業者自身がリフト、日別の予約状況を確認し CRT 画面の説明に従

って会社コード、リフト No、使用時間を入力、調整は現場員が行い確認させる 

・実積管理 S：操作室のオペレータが積降ろし階指定すれば、制御盤から出力される時

刻、積込み階、積降ろし階、積載重量、磁気カード上業者コードが自動収集 

 －出力：日別・月別集計、業者リスト 

図 2-8．揚重予約・実積管理システムの事例分析シート 
 

9 森田真弘他 4 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ249~252、1988 
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 図 2-8 は揚重予約・実積管理システムの適用事例である。作業所内での資材の揚重作業は、揚

重予約(リフト使用申込書の記入・提出)→予約一覧表の作成→揚重予約の調整→調整結果の確認

(予約一覧表の作成)→積込み→揚重→積降ろし→水平運搬の順で行われる。しかし、建物の高層

化や大型化にともない、揚重予約時に予約・調整手間の増加、予約時に労務の稼働率の低下、揚

重作業の遅れ、などの問題点があった。 
 
 1)揚重予約システム 
 この事例では、現場員入力用システムと業者入力用システムの二つが用意された。現場員入力

用システムは、業者が次週分の揚重予定をリフト使用申込書に記入し提出すると、現場員が各業

者の予約データを一括してパソコンに入力し、調整を行いその結果を印刷し、打合せで確認する

流れである。業者入力用システムは、業者による揚重予約と調整をねらい、不特定多数の業者が

予約状況を見ながら一か月先まで予約できた。現場員入力用システムに、業者入力モードと定期

点検等のリフト使用制限が日別に登録できるメッセージモ登録モードが追加してある。 
 
 2)実積管理システム 
操作室のオペレータが積み降ろし階を指定すれば、CRT の画面で揚重状況を見ているだけで、

制御盤から出力される時刻、積込み階、積降ろし階、積載重量および磁気カード上の業者コード

の五つもデータから実積が自動的に収集できる。リフト稼働データ収集の他に、集計データの日

別・月別印刷、磁気カードの読取・書込み等ができる。 
 

 揚重予約システムの効果として、揚重予定の作成、調整の省力化を発揮している。また、実積

管理システムも収集データを基にして予約時間の算出、揚重予約時間の適正化に役立っていると

述べられている。 
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【文献８】汎用型 ID カード労務管理システムの開発と実施－作業所に於ける実際の運用結果の

報告－10 
 

8 事例名称 汎用型 ID カード就労管理システム 

実施年度・団体 1988／竹中工務店 

背景 

・作業所は労働集約的である、協力会社の重層化、労働者の高齢化、熟練工不足、労働災

害発生やプロジェクトの大型化・増大化による労働安全管理問題が蓄積 

・ID カード・IC カード・バーコード等を利用した就労管理 S を開発・適用を試みている

が、実際の運用面で様々な問題が発生 

 －カード発行業務が最優先にねり、他業務に影響：個人データ入力に時間要 

 －ID カード読取人数と実際出面不一致：作業員がカードを通さない、読取エラー 

 －休日・残業時に超過勤務発生：S 担当者以外は処理ができない 

 －回線障害：通信制御プログラムの不備 

目的  

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

    安全管理、労務者把握  

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン/作業員    

デバイス ・IBM55XXPC 又は NECPC98XX、カードリーダー、変換機、ケーブル、カードライター 

ツール機能/構成 

/運用 

 

・改善内容：メニュー・メッセージの改善、オプション機能追加、遅刻・早退状況グラフ

等の出力項目追加、大型電子出面ボード、音声合成リーダ読取確認装置、小規模作業所用

メモリー付きカードリーダ開発 

図 2-9．汎用型 ID カード就労管理システムの事例分析シート 
 
 
 

10 渡守武晃他 4 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ261~264、1988 
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 図 2-9 は汎用型 ID カード就労管理システムの適用事例である。作業所は労働集約型色彩が非

常に濃く、協力会社の重層化、労働者の高齢化、熟練工不足、後を絶たない労働災害、などから

労務安全管理面において課題が多い。そこで、ゼネコン各社で、ID カード・IC カード・バーコ

ード等を利用した就労管理システムの適用を図っているが、①カード発行業務が最優先となり他

の通常業務に影響を与える、②ID カード読取人数と実際出面が不一致する、③休日・残業時に対

応が出来ない、④回線障害が起きる、など作業員を対象にした実際の運用面で様々な問題がある。 
 
 この事例では、パソコンを中心にカードリーダ、変換機、ケーブル、カードライター、ラミネ

ーターなどで構成されている。運用上の問題点や作業所のニーズを反映し、①メニュー・メッセ

ージなどの改善、②オプション機能の追加、③遅刻・早退状況グラフ等の出力項目の追加、④大

型電子出面ボード、⑤音声合成リーダー読取確認装置、⑥小規模作業所用メモリー付きカードリ

ーダー、⑦カード発行の一括集中処理、などを目指した。 
 
 ツール適用の効果として、①労務者名簿の完全整備化、②月分労働者名簿作成の不要化、③協

力業者毎の就労人員に正確性の増大、④残業時の労務安全管理の充実(ガードマンによる)、⑤低

コスト化、⑥早退時刻の把握による生産性向上、⑦ID カード発行による作業員のモーラル向上、

⑧建退協証紙の査定強化、⑨協力会社の賃金支払根拠として活用などによって、一日当たり運用

業務量を全体で役 73％低減することができた。また、オプション機能の追加による協力会社マス

ター作成や、当社による作業員情報の一括集中入力及びカード発行、カード所有作業者の増加に

より、運用業務量が全体で役 80％低減されることが予想されると述べられている。 
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【文献９】仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ)の開発と運用 11 
 

23 事例名称 仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ) 

実施年度・団体 1989／竹中工務店 

背景 

・バーコードシステムを作業所での仕上げ工事チェック、重機・電気工具安全点検、各

種施工データの収集・分析等の業務に適用し、作業所業務の効率化を試む 

・現実は、作業所に PC がない、PC 利用能力者がない、PC 機種の不揃い等の問題 

・従来の仕上げ工事チェック S の問題：収集したデータを書き移す(二度手間)、指示忘

れ・確認忘れ、修正作業の内容分析に非常に時間要 

目的 
・バーコード S を用いた仕上げチェック S で作業所におけるデータ入力の効率化 

・特に小規模作業所等の PC を適用しにくい現場でも使用できる 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

仕上げ工事検査      

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

ゼネコン(集中管理) ゼネコン ゼネコン   

デバイス ・PC(本支店)、モデム、FAX、データ転送用 I/O ボックス、ハンディーターミナル 

ツール機能/構成 

/運用 

・基本データ登録部分：バーコードブックを

各プロジェクト毎に作成していたが、水平転

換が進むにつれて、ホテル・マンション・事

務所タイプといった標準を用意 

・日常管理部分：収集したデータを電話回線

で各本支店 PC に送信し、PC で加工処理し

た後、作業所の FAX で各種帳票出力 

・集計分析部分：各作業所から送信されたチ

ェックデータを累積保存・分析、協力会社の

重点指導・評価に役立てる、一連処理は自動

処理であり夜間利用可能 

図 2-10．仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ)の事例分析シート 
 
 
 
 
 

11 遠藤嘉之他 1 名、第 5 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ193~196、1989 
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 図 2-10 は仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ)の適用事例である。竣工間近の建設工

事現場では、仕上げ工事品質の最終チェックを行い、不具合の修正を行うが、従来は、現場で野

帳に階室名・部位・不具合状況等を記入し、事務所において、修正を担当する協力会社毎に分類

して、修正作業指示書の発行を行った。しかし、①一度収集したデータをもう一度書き移すとい

った意味では明らかに二度手間で業務効率が悪い②指示忘れ、確認忘れをおこし易い、③修正作

業の内容分析までおこなおうとすると、非常に時間が掛るといった問題があったことから、ハン

ディーターミナルとバーコードリーダーを利用したシステムを開発し実適用してきた。しかし、

これは作業所にパソコンがあり、パソコンを利用できる人がいることが前提であったために、当

時はごく一部の作業所のみ適用された。そこで、この事例は、作業所におけるデータ入力の効率

化を目的にハンディーターミナルとバーコードリーダーを利用したシステムに、通信機能を付加

することにより、全作業トータルとして経済的かつ使い勝手をよくしようとした。 
 
  1)基本データ登録部分(本支店集中処理) 
 各作業所固有の情報である階室名・ゾーン名・部位名・部品名等を名称マスター登録して、そ

の内容をバーコードとして出力する。当初は、バーコードブックの内容を各プロジェクト毎に作

成していたが、水平展開が進むにつれホテルやマンションタイプ、事務所タイプといった標準タ

イプを用意して、特殊なものだけを付け加えた。更に、通信処理タイプの開発に際しては名称マ

スターファイルを共有化させ、一台のパソコンで同時に多数のプロジェクトを処理できるように

した。 
 
 2)日常管理部分(作業所収集・本支店集中処理) 
 作業所で収集したチェックデータを、電話回線を通して各本支店のパソコンに送信し、パソコ

ン側で加工処理した後、作業所の FAX に各種出力帳票を自動送信した。出力される帳票は①協

力会社別修正作業指示書、②階・室別修正作業指示書の 2 種類である。 
 
 3)集計分析部分(本支店集中処理) 
 各作業所から送信されたチェックデータを累積保存し、協力会社別修正工事進捗管理表、階・

部屋別指示件数一覧表、状態・部品別前工程分析リスト/グラフ等を出力し、協力会社の重点指導・

評価に役立てるようした。これらの一連処理は、人手を介すことなく、全て自動処理であるため、

夜間に利用できる。 
 
 ツール適用の効果として、①作業所での業務処理時間を従来の 30%短縮したことや、②一台の

パソコンで多数のプロジェクトを同時に処理できるため経済的であること、③パソコンを設置し

にくい小規模作業所等でも利用できること、④各種集計・分析帳票により、前工程改善項目が明

確となり、修正作業を川上で防止する対策が打てること、⑤協力会社の品質意識が向上すること、

⑥人手を介さないため、24 時間いつでも受付できる、などが述べられている。 
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【文献１０】タワークレーンスケジュール管理システムの開発 12 
 

10 事例名称 タワークレーンスケジュール管理システム 

実施年度・団体 1990／鹿島建設 

背景 
・毎日タワークレーン使用スケジュールは作業に必要な揚重量から経験・勘による、ク

レーン拘束時間を想定、多くの工種が錯綜し職種間の調整が煩雑になると非効率 

目的 
・クレーン稼働実績を収集・解析し、その結果を毎日のスケジュール立案業務の効率化

に、さらに予定と実積を対比させスケジュールの評価と最適化 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

   クレーンスケジュール・実積   

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン    

デバイス PC、マウス、フロッピ、ハード、プリンター、データ通信機器、キーボード 

ツール機能/構成 

/運用 

・毎日のタワークレーンのスケジュー

ルを C が自動的に立案 

 －各協力会社の職長が申請した運搬

データの入力 

 －稼働実積から得た各作業歩掛をパ

ラメータ化した作業時間算定により、

所要時間自動算出 

 －時間帯が重複した作業は優先順位により割当 

 －全スケジュール完成後、結果を協力会社別・各クレーン別・全クレーン一覧表出力 

 －使用予定表は打合せの資料となり、変更がなされてもマウスで容易に変更 

・使用予定・稼働実積対比 

 －その日作業終了後、実積データを管理システムに転送し蓄積、予定作業の消化度合

いの管理やスケジュール立案のパラメータとなる歩掛の適正度チェック 

図 2-11．タワークレーンスケジュール管理システムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 魚住敏和他 3 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ61~66、1990 
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図 2-11 は、タワークレーンスケジュール管理システムの適用事例である。大型建設工事では、

資機材の搬入・搬出作業を効率化するため、複数のタワークレーンを設置する。しかしその理由

から、運搬作業中にクレーンが衝突する危険性がある。この衝突を未然に防止するために、タワ

ークレーンの総合監視装置を用いて現場施工の安全性向上や省力化を図っていた。その装置は、

稼働データの収集を行い、クレーンの日報・月報作成が可能であった。一方で、タワークレーン

使用スケジュールは作業に必要な揚重量から経験と勘により、クレーン拘束時間を想定して行っ

ている。多くの工種が錯綜し、職種間の調整が複雑になってくると必ずしも効率的ではない。そ

こで、この事例ではクレーン稼働実績を収集・解析し、その結果を毎日のスケジュールの立案業

務の効率化に役立て、さらに予定と実積を対比させ、スケジュールの評価と最適化を行おうと試

みた。 
 

 1)タワークレーンスケジュールの自動立案 
 各協力会社の職長が申請した運搬予定データを簡単な操作で入力後、稼働実績から得た各作業

の歩掛から所要時間を自動的に算出するが、同一クレーンで時間帯が重複した作業は、優先順位

により割当てられ、他の作業を前後或いは他のクレーンに割り振られる。全てのスケジュールが

完成した後、結果を協力会社別、各クレーン別、全クレーン一覧の 3 種類帳票で出力することが

できる。また、打合せ時発生した使用予定の変更も容易にできる。 
 
 2)使用予定・稼働実積対比 
 立案した予定は、タワークレーン総合監視システムに転送すれば、リアルタイムで予定・実積

対比が画面上でモニターできる。作業終了した後、実積データはタワークレーンスケジュール管

理システムに転送され蓄積される。また、予定データの入力誤りの修正や、クライミング時の実

積データなど自動収集できないデータの追加といった、変更も可能である。予定作業の消化度合

いの管理やスケジュール立案のパラメータとなる歩掛の適正度のチェックもできる。 
 
 ツール適用の効果としては、①タワークレーンの使用予定の入力項目などが標準化されている

ので、各職長のスケジュールに対する意思の疎通が図り易くなったこと、②タワークレーン総合

監視システムへ予定データが提供され、リアルタイムに予定と実積の対比ができ、施工へのタイ

ムリーなフィードバックが可能になったこと、予定及び実積データが構築されるので、随時差異

分析が可能となり、スケジュール立案の計画及び適正化に役たつことが述べられている。 
一方で、①携帯用パソコンの採用による各職長のスケジュール入力作業集中による待ち時間解

消や、②打合せ時に各関係者間の理解を高め、調整をうまくするために大型プロジェクター採用、

③スケジュール担当者の負担を軽減させるため、工事の月間、週間工程計画データとリンクした

スケジュール作成などの課題が指摘されている。 
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【文献１１】揚重管理システムの開発 13 
 

11 事例名称 揚重管理システム 

実施年度・団体 1990／鹿島建設 

背景 

・超高層建築の揚重工事において複雑に絡み合う工種を、部位別・時間別に立体的に捉

え効率的に処理しなければならない 

・仕上げ工事の揚重作業は、工事、協力会社別種類、形状の違う材料扱いマトリックス

にすると 13000 もの部位で管理しなければならないが、全体として管理困難 

 －内部揚重回数が膨大、フロアによって材料の揚重量が違う煩雑さ等 

目的 
・単なる実積収集装置ではなく、収集したデータを基に現場仕上げ工事の問題点を明確

にし、どの工事に問題があるかの情報を流す 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

   仕上げ工事揚重機の計画・進捗   

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン オペレータ   

デバイス ホスト C、PC、プリンター、プロッター 

ツール機能/構成 

/運用 

・揚重のデータを

収集する揚重業務

と、このデータの

準備・加工・現在の

施工状況を表示す

る管理業務 

・揚重業務入力：

オペレータが揚重

作業しながら 

・管理業務：計画データの作成、日常業務(実

積データ登録)、揚重管理(計画データと実積デ

ータを基準に添って比較し、管理限界値に照らし合わせ工事進捗の良不判定、緑・赤・

白・水色で表示、全体図・部分図・詳細図で確認) 

・出力：機械別全体集計リスト、全体集計リスト、基準データリスト、揚重実積データ

リスト、月報 

図 2-12．揚重管理システムの事例分析シート 
 
 
 

13 津々楽常男他 2 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ91~96、1990 
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図 2-12 は、揚重管理システムの適用事例である。仕上工事における揚重作業は、工事、協力会

社別に種類、形状の違う材料を扱い、マトリックスにすると 13000 もの部品で管理しなければな

らないが、これまでその揚重が工事に合致しているかについて、全体として管理することが困難

であった。一方、各工事に所要とされる材料の搬入は、工事進捗にリンクする必要があるため、

揚重量と工事進捗を部位別に把握できる手段があれば、現場社員が管理を非常に有効にできる。 
 

 このツールは、単なる実積収集装置ではなく、収集したデータを基に現場の仕上工事の問題点

を明確にし、どの工事に問題があるかの情報を流すことができる。主に、揚重データを収集する

揚重業務と、このデータの準備・加工及び現在の施工情報を表示する管理業務から構成されてい

る。揚重業務の入力は、オペレーターが揚重作業をしながら行い、管理業務は、現場基準とする

タクト工程と、基準揚重量を設定し、日々の実績データと比較検討させて工事が管理状態にある

かどうかを判定させることができる。 
 
 コンピュータに判断させるための基準を決める初期設定の作業として、計画データの作成を行

い、日常業務として揚重業務で入力された日々の実積データを管理業務のデータとして登録する。

揚重管理業務は、計画データと日々の実積データを基準に添って比較し、管理限界値に照らし合

わせ工事進捗の良否を判定することができる。表示方法は、全体図、部分図、詳細図の 3 通りを

設定した。 
 
 ツール適用の効果として①最新の工事進捗情報をいつでも確認でき、問題のあるタクトの内で

も先頭工事が明確になり、重点指向でアクションがとれたことや、②搬入材の過不足が重量でわ

かるため、次の材料オーダーが簡単になったこと、③オペレータによる揚重業務が簡単にできる

他、慣れるにしたがって管理業務の処理もオペレータができるようになり、協力会社による自主

管理で揚重管理システムを稼働することが出来たこと、④協力会社の転用材請求に対して直ちに

情報提供が出来たことが述べられている。 
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【文献１２】進捗管理システムの開発と運用 14 
 

12 事例名称 進捗管理システム(仕上げ工事) 

実施年度・団体 1990／清水建設 

背景 

・生産性向上のため、施工計画段階で適切な労務・資材状況に基づいた合理的な構工法

を選定し工程計画や仮設計画すると同時に、施工段階では的確な状況把握と判断による

タイミングよい作業指示が必要 

・工程計画は複数の条件を同時に考慮しなければならず、経験と勘に頼る個人差 

・実積収集を通じて行われる進捗管理は扱うデータが多面的なため統合化や共有化が

図りにくい 

目的 

・進捗・品質に関わるチェックを HT を用いて現場巡回時に行い、PC にデータ転送し

て、工程計画と対比することにより管理に必要な種々の帳票をタイムリーに提供 

 －作業量と資源の両面を考慮した柔軟なサイクル工程計画の作成、簡単でリアルタイ

ムに出来る進捗・品質の実積収集、計画と実積を対比して予測できる進捗管理 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

仕上げ工事検査  仕上げ工事計画・進捗    

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン ゼネコン   

デバイス ・32 ビット PC、ハンディーターミナル、専用プリンター 

ツール機能/構成 

/運用 

・ 管理項目設定：工事実績・保全情

報 S を参考 

・サイクル工程計画：作業日数・作業

手順を決めながら労務量を山積によ

り確認可、変更時に影響シミュレー

ション、部分工程の組み合わせで全

体工程作成可、作業項目や各資源を

蓄積しデータ有効利用可 

・現場巡回時実積収集：巡回時に正確

に収集可、進捗・品質管理等とデータ共有可 

・進捗・品質管理：HT からのデータにより現時点での進捗や品質検査の状況把握可、

工程の計画と実積比較ができ次の工程へ反映可、期間別に出来高実積累計 

図 2-13．進捗管理システム(仕上げ工事)の事例分析シート 
 
 
 

14山崎雄介他 2 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ139~144、1990 
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図2-13は、進捗管理システム(仕上げ工事)の適用事例である。集合住宅やホテルの仕上工事は、

複数の住戸に分かれ工事を進めるので、1 住戸又は 1 階単位の工程を繰り返すことにより工程計

画が作成できる。従来の工程計画の作成は、複数の条件を同時に考慮しなければならず、計画者

の経験や勘に頼るため個人差があった。現場巡回時の実積収集は、野帳にメモ書きするか記憶を

頼りに、後で整理することになりがちであった。また、工程管理のための出来高・出面・品質等

の実積は、担当者毎に把握しているので、各工事の進捗に応じて、工程計画と対比させながら全

体調整することは難しかった。集合住宅の進捗管理は、住戸別又は工種別に記入用紙を作成し現

場事務所の壁に掲示して、色鉛筆で施工の終了した部分を塗り潰してゆく方法を取っていた。ま

た、これを基に人手で各管理帳票を作成するので手間がかかっていた。そこで、進捗・品質に関

わるチェックをハンディーターミナル用いて現場巡回時に行い、パソコンにデータ転送して、工

程計画と対比することにより管理に必要な種々の帳票をタイムリーに提供することを目的にツ

ール適用を試みた。 
 

 1)管理項目の設定(パソコン・ハンディーターミナル) 
 システム適用前の設定として、進捗管理する工事項目と中間検査項目とを設定する。進捗管理

する工事項目は、対象とする工事の中でクリティカルになるものを中心に選定する。品質管理の

検査項目は工事実績・保全情報システムを参考にして設定する。 
 
 2)サイクル工程計画(パソコン) 
 ①作業日数と作業手順を決めながら労務量を山積により確認できる、②作業開始日を変更させ

た時に他の作業にどのような影響をああえるかがシミュレーションできる、③基準階工程等の部

分工程の組み合わせによる全体工程が作成できる、④作業項目や各資源を関係型データベースと

して蓄積することでデータを有効利用できる 
 
 3)現場巡視時の実積収集(ハンディーターミナル) 
 ①現場巡視時に正確に情報収集できる、②進捗管理・品質管理または汎用の分析ソフトとデー

タが共有できる、入力方法は表示画面に接触すれば良いタッチパネル式のものを採用した。パソ

コンの無い現場でもハンディーターミナルを適用するため、専用プリンタ－で印刷できる。 
 
 4)進捗管理・品質管理(パソコン) 
 ①ハンディーターミナルからのデータにより現時点での進捗や品質検査の状況を明らかにで

きる、②工程の計画と実積との比較ができ次工程へ反映ができる、③機関別に出来高実積を累計

する。 
 大規模現場の場合は、協力業者の職長や番頭が直接進捗状況や品質検査を入力する方法もある。

こうすることで元請業者はそのデータを基にして工程管理や品質管理に専念できる。 
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【文献１３】資材揚重及びスケジューリングシステムの開発 15 
 

13 事例名称 資材揚重及びスケジューリングシステム 

実施年度・団体 1992／竹中工務店 

背景 
・建築物の高層化・大型化に伴い、仕上げ材等の揚重資材量ならびに揚重時間が増加し、

揚重作業の合理化が必要 

目的 

・揚重作業の効率化、管理業務の省人化ならびに揚重実態の把握をねらう 

・人工知能技術を応用してスケジューリング業務を自動的に実行するとともに、揚重以

外の計画手法への展開も考慮 

利用段階 

品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

   揚重機の予約・実積管理 

揚重スケジューリング(計画) 

  

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン サブコン  揚重専門工 

デバイス ・PC、ハンディーターミナル 

ツール機能/構成 

/運用 

・揚重設備(多機能リフト・水平自動移載機)使用、揚重専門工配置(従来は協力会社が作

業員を個別手配し、作業能率が悪く、作業環境不慣れによる事後多発) 

・揚重管理 S 

 －揚重予約調整：作業所員入力方式・業者入力方式、予約データは揚重担当作業所員

により調整 

 －実積把握：多機能リフト専用タイプ・ハンディターミナル用いた汎用タイプ 

 －実積データ分析 S:実積データを基に、揚重年月日、業者コード、行先階、揚重荷重

等のデータ抽出条件を入力することで、床面積当りの揚重回数等の歩掛や予約と実積

の対比及び揚重実積グラフ等出力 

・揚重スケジューリングシステム S：作業所に設置された複数の予約の自動調整機能、

揚重機の故障時等の緊急時の再スケジューリング機能のエキスパート S 

図 2-14．資材揚重及びスケジューリングシステムの事例分析シート 

15森田真弘他 3 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ319~326、1992 
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 図 2-14 は、資材揚重及びスケジューリングシステムの適用事例である。揚重管理面では揚重予

約件数や調整業務の増加など、揚重作業面では作業員の稼働率の低さや作業の遅れによる待ち時

間の発生など、揚重計画面では揚重実積データ不足による不適切な揚重運用など、様々な問題が

ある。揚重予約調整は業者が揚重の申込書などに日時等の必要事項を記入し、作業所員がそれを

模造紙等に書き写し、3 時の打合せ会などで重複部分を調整していた。資材揚重作業は協力会社

が臨時に作業員を個別手配し行っていたため、作業能率が悪く、不慣れな作業環境によって事故

が多かった。 
 この事例での全体資材揚重システムは、多機能リフト・水平自動移載機の二つの設備、揚重専

門工および揚重管理システムで構成される。揚重管理システムは、揚重予約調整・実態把握・分

析を行い揚重管理業務の省力化ならびに揚重実態の把握を目指した。揚重スケジューリングシス

テムは、一層の省人化を図るために熟練した作業所員のスケジューリング業務をコンピュータに

代行させるツールである。 
 
 1)揚重予約調整システム 
 入力方法などを考慮して作業所員ならびに業者入力の 2 方式を考えた。業者入力方式では、

CRT 画面の予約状況をみて、音声合成ボードによる指示に従って業者自身が会社コード、リフト

NO、使用時間などを入力すれば、簡単に 2 週間先まで予約できる。調整作業は、揚重担当の作業

所員により予約データを画面で重複をなくすだけで調整できる。 
 
 2)実態把握システム 
 多機能リフト専用タイプならびにリフト・エレベータ等すべての揚重機に適用可能なハンディ

ーターミナルを用いた汎用タイプの 2 方式を考えた。多機能リフト専用タイプは、リフト操作盤

からアウトプットされる時刻、階数、荷重等のデータならびに磁気カードリーダーによる業者コ

ードを自動収集できる。 
 
 3)実積データ分析システム 
 実積データをもとにして、揚重年月日、業者コード等のデータ抽出条件を入力することで月別

稼働日数・時間、揚重機・重量別利用回数、予約と実積の対比、揚重実積グラフなどが出力でき

る。 
 
 4)揚重スケジューリングシステム 
 作業所に設置された複数の揚重機の予約の自動調整機能、揚重機の故障時等の緊急時の再スケ

ジューリング機能を持ったエキスパートシステムである。 
 
 ツール適用の効果として、揚重予約調整業務が従来の約 80％の時間削減が図れ、揚重作業面で

も効率的な揚重作業が実施できることが述べられている。 
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【文献１４】パームトップ型コンピュータ利用による仕上工事チェックシステムの開発 16 
 

14 事例名称 仕上げ工事チェックシステム(パームトップ型コンピュータ利用) 

実施年度・団体 1992／竹中工務店 

背景 

・ハンディーターミナル利用のバーコード S を適用：情報量が多量・多種・多様になる

と、バーコードブック作成要時間、BB めくる等作業手間、BB 携帯で業務大変、文字

情報しか扱えないのでチェックデータと実際位置の関係づけ困難、BB に無い項目の入

力 X 

目的 ・従来の仕上げ工事チェック S の改善 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

仕上げ工事検査      

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン ゼネコン   

デバイス ・パームトップ型 C、PC、プリンター、RS-232C 

ツール機能/構成 

/運用 

・デバイス考慮要素：図形情報扱う、C を意識さ

せない手書き入力、携帯性を損なわない画面の

大きさ、他の PC に接続可能 

・基本データ登録部分：各項目の登録は、PC と

PT いずれにおいても可能であり、PC が苦手な

人でも簡単に手書き入力可能 

・日常管理部分：PT で収集されたデータは、RS-

232C 慶友で PC に転送、データの修正は PC で

行う 

・集計・分析部分：状態別構成比率の円グラフ、

部品・状態別指摘件数パレート図、階・室別総指

示件数一覧表、協力会社別総指示件数一覧表、部品・状態別総指示一覧表 

図 2-15．仕上げ工事チェックシステム(パームトップ型)の事例分析シート 
 
図 2-15 は、仕上げ工事チェックシステム(パームトップ型)の適用事例である。作業現場で野帳

に、階・室名・部位・不具合状況等を記入し、事務所においてその内容を別の担当者が、協力会

社ごとに分類して、修正作業指示書を発行する手順であった。手作業で情報が伝達されるため、

指示・確認忘れやミスを起こしやすかった。このため、作業現場で発生したデータをそのままコ

ンピュータに取り込む機器として、ハンディーターミナル利用のバーコードシステムによる仕上

げ工事チェックシステムの開発と適用を行ってきた。しかしながら、様々な問題点が指摘される

16 森康久他 1 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ327~332，1992 
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ようになった。そこで、従来の業務の問題点を解決すべく、データ入力のための機器の検討とシ

ステムの新規開発を行った。 
 1)基本データ登録部分(パームトップ型 PC、パソコン) 

チェック用図面は、データ入力時に画面上に表示されるもので、不具合の修正個所の位置に入

力指示と確認作業に利用される。担当者がペンタッチで入力した修正個所は平面図分かり易くマ

ークされる。マスターファイルはデータ収集を行う時に使用するもので、従来のバーコードブッ

クに担当するものである。各項目の登録は、パソコンとパームトップ型コンピュータのいずれに

おいても可能である。 
2)日常管理部門(パームトップ型 PC、パソコン) 
作業所における仕上げ工事チェックデータ入力は、パームトップ型コンピュータを利用しマス

ターファイルに登録された内容を表示・選択することによって行う。実際の入力操作は、マスタ

ー入力画面に表示された複数の項目の中から、入力したい所定の項目をペンで選択するのみであ

る。従来のバーコードブックに無い項目は入力不可能だったが、本ツールでは、パームトップ型

コンピュータの文字手書き入力機能を利用して、マスターファイルにない項目でも、その場で手

書き入力可能である。パームトップコンピュータで収集されたデータは、RS232C 経由でパソコ

ンに転送する。データの修正がある場合はパソコン側で行い、修正作業指示書または、作業完了

確認チェックシートが印刷できる。修正作業指示書は協力会社別に部屋単位に分類され、平面図

付きで出力される。作業完了確認チェックシートは、部屋単位ですべてまとめて出力される。作

業完了の報告・確認が済んだものは確認の日付をパソコンで入力することで未完了のものと区別

して出力することが可能である。 
3)集計・分析部分(パソコン) 
集計・分析帳票により、どこの、どんな部位のどのような修正作業が多かったかといった実施

作業の分析が可能であり、これを次工程へ反映することで、施工品質の向上が図れる。 
 

 ツール適用の効果として、①自動的にデータを分類・出力するので、作業指示書等の帳票作成

業務を省力化できることや、②担当者レベルで、建築工事・設備工事別に業務を分担した場合で

も、パソコンのデータ受渡しにより、作業指示の重複をさけることができること、③修正作業指

示忘れや確認忘れが減少し、指示内容が正確に伝わること、④管理帳票の標準化と内容のレベル

アップが図れること、⑤全ての操作がペンタッチによるメニュー選択方式であるため、バーコー

ド入力に比べスムーズなデータ入力が可能であり、データ収集時間が短縮できること、⑥図面に

チェックする感覚で、簡単にデータ入力できるため、コンピュータが苦手な人でもなじみやすい

ことが述べられている。 
 しかし、システム面において基本データの登録部分で、平面図の登録が手書き入力のために時

間がかかることが問題として指摘され CAD データの活用を目指している。また、ハードウェア

面においても、パームトップ型コンピュータは、本来操作は机上で行う事を前提としているため、

ハンディーターミナルに比べると、携行しながら入力を行うにはやや重いことや、小型の機種は

表示画面が小さく、図面表示が見にくいことが指摘されている。 
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【文献１５】OA 化による現場日常管理システムの実装とその効果(機材使用状況把握システム)17 
 

15 事例名称 現場日常管理システム(機材使用状況把握システム) 

実施年度・団体 1994／鹿島建設 

背景 
・非常に厳しい環境にある建設業界にあって、現場運用管理の合理化・充実をはかり、

現場及び管理部門の業務の効率化を進めていくことが必要 

目的 
・現場日常管理を総合的に OA 化する事で、業務を効率化し、自動的に収集整理された

管理データを元に生産性・安全性の向上、コスト低減などにフィードバック 

利用段階 
品質 コスト 工程 資機材 労務 その他 

   機材の使用状況把握   

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン ゼネコン/サブコン   

デバイス  

ツール機能/構成 

/運用 

・機材使用状況把握 S 

－現場で使われている機械等のカギの貸し出しを PC で管理 

－ID カードを使い各機械のカギの貸し出しを行い、使用者、使用場所、貸出時刻等

をオンラインで把握し、月次集計によって使用会社別・機械別などの使用時間合計を出

力 

－ID カードの登録の際に取り出し可能なカギの制限をする事ができ、資格が必要な

機種についても有資格者による使用の徹底可能 

－カギを使用する保管庫、倉庫、施設の管理にも応用可能 

－利用状況：高所作業車、フォークリフト、仮設リフト等の仮設リース機械管理 

図 2-16．現場日常管理システム(機材使用状況把握)の事例分析シート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 半谷信彦他 2 名、第 10 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ457~464，1994 
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 図 2-16 は、現場日常管理システム(機材使用状況把握)の適用事例である。現場で使われる機械

などの鍵の貸し出しをパソコンで管理することを目的としている。ID カードを使い各機械の貸

し出しを行い、使用者、使用場所、貸出時刻などをオンラインで把握し、月次集計によって使用

会社別、機械別などの使用時間合計を出力することができる。ID カードの登録に際しては取り出

しが可能な鍵を制限することが出来るため、資格が必要な機種についても有資格者による使用の

徹底が図られる。また、工事用機械ばかりではなく鍵を使用する保管庫、倉庫、施設の管理にも

応用できる。カード発行の時だけ社員が立ち会い、常時無人貸し出しを行うことができる。使用

したい機械が使われている場合はモニターで現在使用している作業員を検索し、打合せを行うな

どして有効利用できる。月次に機械別、会社別使用時間の集計を出力し各機械の使用効率を確認

し、返却したり、機種の入れ替えなどを行うことができる。 
 
 ツール適用の効果として、①カードを登録すれば無人貸し出しが可能なため、従来のように面

倒な記帳、確認作業が無くなったことや、②ID カードを使用者本人に発行することで、有資格者

による使用の徹底が図れたこと、③各機械の共用化がはかれ、使用効率が向上したこと、④モニ

ター上で使用状況が確認できるため緊急に使用したい場合でも対応が早くなったこと、⑤月次集

計表を出力し使用効率を確認することで、不要機械の返却、機種の交換など、ムダを排除するこ

とができたことが述べられている。 
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【文献１６】施工現場における情報管理と携帯端末の役割 18 
 

16 事例名称 携帯端末を利用した情報管理システム 

実施年度・団体 1995／清水建設 

背景 ・情報技術の進歩(機器の小型軽量化、簡単な操作等) 

目的 

・迅速で正確に情報を捉え処理、分析して適切な判断をして伝達 

・品質検査(配筋検査・仕上工事・設備工事等)、安全点検(安全パトロール)、進捗状況

把握(躯体工事・仕上工事) 

利用段階 ・品質管理(検査)、安全管理(点検)、進捗管理(状況把握) 

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン ゼネコン   

デバイス ・パソコン、スキャナー、リーダー・ライター、IC カード、携帯端末、プリンター 

ツール機能/構成 

/運用 

・CAD データとの連動：設計者、施工管

理者、協力業者等の関係者間での情報交

換のために、相互の CAD データを連動 

・品質検査・安全点検データの収集：表示

された画面上で検査位置を指定し予め作

成していた検査ネイ用を選択、或いは手

書きメモ 

・進捗管理データの収集：チェック項目

型、ポインタ型 

・品質検査・安全点検結果印刷 

・進捗状況の印刷 

図 2-17．携帯端末を利用した情報管理システムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 平林裕治他 1 名、第 11 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ231~236、1995 
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 図 2-17 は、携帯端末を利用した情報管理システム(品質検査・進捗管理等)の適用事例である。 
 
 1)品質検査(配筋検査や仕上工事と設備検査の中間検査や竣工検査) 
 検査漏れや二重検査をなくし、検査効率の向上を図るほか、業者別に中間検査結果記録や竣工

検査結果記録作成し作業指示に役立てることができる。また、業者別・部位別等にパレート図を

作成し検査の傾向を把握することができる。 
 
 2)進捗管理 
 繰り返し行われる作業や検査の進捗状況を収集して、作業指示や計画に役立てる。同時進行す

る複数工事の進捗状況を図面表示や進捗状況一覧表等でビジュアルに表示して、残工事や遅れ工

事を把握し伝達する。 
 
 3)安全点検 
 統轄安全責任者安全巡回記録を作成し日常安全管理用の資料として活用する。 
 

4)CAD データとの連動 
 既存の CAD データを施工管理で有効活用することを意図している。CAD データの画層分類、

図面の関係付け、図面と仕上表と組み合わせて表示する。 
 
 5)品質検査・安全点検データの収集方法 
 表示された図面上で検査位置をペンタッチで指定し、予め作成しておいた検査内容を選択する

だけで行える。また、必要に応じて手書きのメモにより木目細かい情報伝達が可能である。メニ

ュー表示では、対象建物の用途や規模別に品質検査での指摘事項の実績データを分析して、デー

タ入力時のメニューに反映させた。しかし、用意していた標準的な検査内容だけでは検査の内容

を表現しきれない場合には、手書きメモで状況を文章やイメージで入力する機能で対応した。 
 
 6)進捗管理データの収集方法 
 進捗情報の活用方法や入力のタイミングに応じて、チェック項目型(ある工区の進捗状況を複数

の工事にわたって入力する場合)とポインタ型(ある工事を複数の工区に入力する場合)の２つの

方法で進捗状況を入力できる。 
 
 ツール適用の効果として、①全体の作業時間として役 3 割削減されたこと(検査準備が既存

CAD データを使用することで、品質検査、進捗管理、安全点検の用途にあった図面データを短時

間で効率良く作成できたが、従来の作業時間より長くなった。しかし、現場でのデータ収集と帳

票作成が大幅に削減された)、②検査内容が標準化されたこと、③コミュニケーションの円滑化が

なされたこと(検査結果が図面と一緒に印刷でき関係者への説得力が増したことや、検査項目を標

準化したマスターデータを用意したことで、検査内容の表現が標準化されたと同時に内容の伝達

が確実になったこと)が述べられている。 
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【文献１７】資材搬入管理及び建方計画管理システムの開発(その 1)19 
 

17 事例名称 資材搬入及び建方計画管理システム 

実施年度・団体 1995／大林組 

背景 

・建築工事の大規模化・高層化に伴い生産現場において扱う資材は大量かつ多種 

・PC 部材を用いた工業化工法では資材の搬入が遅れた場合、他資材で代用不可 

・部材制作に時間が掛り、発注から搬入までリードタイムが長くなり、計画的な搬入指

示が必要 

目的 

・複雑化する管理業務の省力化・合理化 

・搬入や建方の計画や実積情報の統括的活用 

・計画変更への迅速な対応 

利用段階 ・部材管理(搬入、作業実積) 

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン ゼネコン   

デバイス ・ワークステーション、PC、バーコードハンディターミナル、プリンター、LAN 

ツール機能/構成 

/運用 

 

・特徴：部材情報の一元管理、計画管理業務の支援、実績情報の収集作業合理化、実積

情報の視覚的表現、初期データの入力作業の軽減 

図 2-18．資材搬入及び建方計画管理システムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 

19 松並孝明他 4 名、第 11 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ251~256、1995 
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 図 2-18 は、資材搬入及び建方計画管理システムの適用事例である。建築工事の大規模化・高層

化に伴い、生産現場において扱う資材は大量かつ多種に及んでいる。PCa 部材や先組鉄筋などプ

レハブ化・部品化した資材を用いた工業化工法では、資材の搬入が遅れると他資材で代用が出来

ない他、部材の制作に時間が掛り、発注から搬入までのリードタイムも長くなり、計画的な搬入

指示が必要となる。現場では、資材の揚重(建方)だけではなく搬入や保管の計画と実積の管理が

重要な業務である。 
 この事例では、資材の搬入から建方までを統合的に計画・管理するためパソコンを活用し、①

複雑化する管理業務の省力化・合理化、②搬入や建方の計画や実積情報の統括的活用、③計画変

更への迅速な対応、などを目指している。 
 1)部材計画システム：躯体データとして、施工図 CAD の 3 次元建物モデルデータを変換し利

用する。CAD 画面に表示された躯体に対して部材の割付計画を行う。ここで計画された部材情報

は自動的にデータベースに登録される。 
2)作業計画システム：CAD 画面上で部材選択し、搬入や建方に予定日や作業順序の計画を行う。

任意に作業日における各部材の搬入や建方の計画内容が CAD 画面で確認できる。 
 3)部材管理システム：部材の搬入とストックヤードの状況の管理を行い、搬入実積を BHT に

より収集する。部材に貼付するバーコードラベルのほか、搬入指示書、搬入予定表、ストックヤ

ード部材一覧表の出力を行う。 
 4)建方現場管理システム：建方作業時の荷上げ場所において BHT により、部材の建方計画情

報(建方順序、取付位置など)の確認を行うと同時に、建方作業の実積情報(開始・終了時刻など)を
収集する。また、建方作業指示書の出力を行う。 
 5)実積管理システム：部材管理システムと建方現場管理システムにおいて BHT により収集さ

れた搬入と建方の実積情報を CAD 画面に表示する。建方開始・終了時刻は BHT により無線で送

信されるため、建方の進捗状況をリアルタイムに表示できる。ため、実積管理表、出来高管理表

の出力を行う。 
 
 ツール適用の効果として、①CAD 画面上で搬入及び建方の計画管理することで、データ作成や

入力が迅速に行えたことや、②作業進捗状況が CAD 画面上でリアルタイムに表現でき、次フロ

アの作業計画に反映することができる、③個々の部材毎に自動的に実積データが記録されるため、

データをフィードバックし活用することで、状況に応じた精度の高い管理ができたことが述べら

れている。 
 一方で課題として、①本システムと業者用の 2 種類のバーコードが存在したことによる部材 ID
の統合や、②分析を他のソフトに取り込み行ったため、操作が複雑で分析作業に手間があったこ

と、③対象が工業化された躯体部材に限定されていて、今後は仕上げ材や仮設材なども扱えるよ

うにする必要があること、などが述べられている。 
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【文献１８】超高層ビルにおける仕上材搬送管理 20 
 

18 事例名称 超高層ビルにおける仕上材搬送管理システム(揚重管理システム) 

実施年度・団体 1996／大林組 

背景 
・超高層ビル建設では、垂直搬送が時間的かつ空間的にクリティカルパスとなる 

・搬送対象は資材及び作業員であり搬送効率の良否は現場全体の作業効率を左右 

目的 ・揚重機を管理し効率的な運用を行う 

利用段階 ・揚重管理(揚重稼働計測、揚重予約調整) 

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン、サブコン   搬送指令室、揚重専従班 

デバイス ・ 

ツール機能/構成 

/運用 

・揚重稼働計測管理：揚重作業の状況を的

確に把握、EV の現在位置を計測するシス

テム・EV の載荷荷重表示の記録システ

ム・ローラーコンベアの載荷荷重の記録

システム・各 EV 入口付近カメラモニタ

リングシステムで構成、搬送指令室に設

置した PC 画面上で稼働状況をモニタリ

ング 

・揚重予約調整システム：揚重予約入力・

予約の自動調整・自動調整結果修正・各種

帳票の印刷、現場事務所に設置された PC

で運用 

図 2-19．仕上材搬送管理システム(揚重管理システム)の事例分析シート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 吉野恭司他 4 名、第 12 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ225~232、1996 
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 図2-19は、超高層ビルにおける仕上材搬送管理システム(揚重管理システム)の適用事例である。

建築現場における搬送作業は直接の生産行為ではないが、生産を後方支援する重要な役割を果た

す。搬送の対象は資材及び作業員であり、搬送効率の良否は現場全体の作業効率を左右する。し

かし、①荷姿の非定型化による積載効率の低下、②人手の移載作業による作業時間の増大、③残

材・仮設材・空台車の盛替や回収、小口運搬による揚重機の非効率化、④トラックの搬入遅れや

荷卸し階における運搬作業者待ちによる揚重機の稼働率低下、などの問題がある。特にこの事例

では、複雑な搬送計画を支援する簡易ソフトとして、揚重管理システムと揚重予約調整システム

の適用を試みた。 
 
 1)揚重管理システム 
 揚重作業の状況を的確に把握するために揚重管理システムを適用した。EV の現在位置の計測、

EV の載荷荷重表示の記録、ローラコンベアの載荷荷重の記録、各 EV 入口付近のカメラモニタ

リング、などから構成される。EV ピットに光波距離計を設置して EV のケージ位置をリアルタ

イムに計測し、搬送指令室に設置したパソコン画面上で稼働状況をモニタリングすることで、EV
の稼働状況を把握することができる。 
 
 2)揚重予約調整システム 
 揚重予約の入力、予約情報の自動調整、自動調整結果の修正、各種帳票の印刷で構成され、現

場事務所に設置されたパソコンで運用される。揚重予約は所定の書式で記入された協力業者から

の揚重データを、パソコンに数値入力とスクロールウィンドウからの選択のみで簡単に入力する。

揚重時間値は、資材ごとに定義された移載時間値などのデータを基にパソコン内部で自動計算さ

れるため、揚重予約時間の取り過ぎなど従来ありがちな不具合を改善できる。揚重予約の調整は、

入力された予約データを一週間単位で自動調整する。調整方法は、日時優先度合順、業者優先度

合順、予約時間順、揚重機優先度合順など、予約データに対する重み付けを行っている。予約デ

ータの自動調整後、揚重担当者が予約データの修正を行い必要な帳票を出力する。出力された帳

票を基に定例作業打合せで最終調整を行う。 
 
ツール適用の効果として、①労務の平準化や責任範囲の明確化がなされたこと、②搬送実積計

測による分析をフィードバックすることで、揚重機の稼働率があがったことを述べている。 
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【文献１９】揚重管理システムの開発－パーソナルコンピュータを利用した資材揚重管理－21 

19 事例名称 揚重管理システム 

実施年度・団体 1996／東急建設 

背景 

・建物の高層化による揚重工事用資材量の膨大：効率的な搬送が課題 

・従来の揚重計画：ピーク時の全容重量から揚重機の機種や台数を選定 

・従来の揚重機管理：毎日の揚重量を各職長からヒアリングし調整・計画 

・揚重機の実稼働時間における正確なデータ無く最適な揚重機選定が成されてない 

・揚重データの不正確性：揚重管理者による人為的なデータ取得 

・管理者に多大な負担；揚重量の調整やデータ収集作業 

目的 

・従来元請け担当者や搬送専門業者が行っていた揚重機の予約、調整を各種専門業者が

日常関業務で自ら行うことで効率的な資材の揚重を可能とする 

・工事用リフトの使用予約や稼働状況を詳細に記録し活用 

利用段階 ・揚重管理 

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

ゼネコン ゼネコン、サブコン サブコン  リフト 

デバイス ・パソコン、磁気カード、カードリーダー 

ツール機能/構成 

/運用 

・システム機能 

A.基本機能(業者カード発行、業者デー

タ登録・修正、業者登録状況一覧) 

B.日時処理(日時データ転送、IC カード

フォーマット) 

C.予約・実積管理機能(リフト利用予定

登録、リフト利用予定対比) 

D.分析・レポート機能(使用状況グラ

フ、稼働状況グラフ) 

E.出力帳票(業者別リフト使用状況一

覧、業者登録状況一覧) 

F.問い合わせ機能(業者別リフト利用状況履歴、リフト利用状況問い合わせ) 

図 2-20．揚重管理システムの事例分析シート 
 
 
 
 
 
 

21 山本伸雄他 5 名、第 12 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ233~238、1996 
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 図 2-20 は、揚重管理システムの事例である。資材揚重計画を行う時、初めに予想されうる資材

の揚重がピークになる時の全揚重量から揚重機の機種や台数を選定し、現場へ適用している。揚

重機の管理は、毎日の揚重量を各職種職長からヒアリングを行い、調整や計画を行っていた。よ

って、揚重機の実稼働時間における正確な揚重量のデータが無かったため、様々な方法で揚重量

のデータを取得してきた。しかし、揚重管理者が人為的に揚重の調整を行い、その揚重量をデー

タとして取得していたため、データの正確性に問題があった。また、管理者に揚重量の調整やデ

ータ収集作業を行わせるという多大な負担をかけてしまった。 
 従来元請担当者もしくは搬送専門業者が行っていた揚重機の予約、調整を各種専門業者が日常

管理業務を自ら行うことで、効率的な資材の揚重を目的とした。さらに、工事用リフトの使用予

約や稼働状況を詳細に記録することができ、今後の工事に運用できる。揚重方法は各専門工事業

者が自ら資材の搬送を行うこととし、専従オペレータがリフトを操作する。揚重機の利用者が、

揚重予約データが入力されている磁気カードを、仮設リフトに取り付けてある IC カード読取装

置に入力して揚重作業を行うのみで、揚重データを自動的に記録することができる。さらに、カ

ード作成以外のオペレーションはパソコン上のネットワーク内だけで任意に実行可能である、リ

アルタイムで揚重予約、確認、分析が可能である。 
 
 1)予約の入力 
 職長室に設置されているパソコンにより職長が直接予約入力(業者名・開始時間・終了時間・工

種など)する。 
 
 2)予約の調整 
 職長会で各職長が行う。パソコンで予約状況をリアルタイムで確認しながら工程と照らし合う。 
 
 3)実積管理 
 実積データの管理は毎日の揚重を終了した後、稼働データが入力されている IC カードをパソ

コンへ読み込ませるのみである。データサーバーへ保存が自動的に行われるため集計加工が必要

ない。 
 
 ツール適用の効果として、①2 か月先まで予約できることや、予約重複時の調整業務が職長間

で円滑に行われること、など職長が自主的に創意工夫を行ったため、短時間で最大限の揚重が可

能である、②揚重データが構築され、効果的なタイムスケジュール作成が可能である、③パソコ

ン操作やデータ管理が容易であるため、担当員の業務軽減が図れた、などが述べられている。 
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【文献２０】建設作業所における物流計画管理システムの構築－ロジスティクス一貫システムの

開発－22 
 

20 事例名称 建築作業所における物流計画管理システム 

実施年度・団体 1997／大成建設 

背景 
・建設作業所における資材、機械工具などの搬入、移動、そしてそれらを運搬する車両

の管理には多大な労力と苦慮が費されている 

目的 ・建築生産の場に展開される物流を生産管理の中心に捉えた計画管理 

利用段階 ・揚重管理(予約、実積)、物流管理(搬出入) 

利用場所 

利用者 

本支店 作業所事務所 作業現場 外部 その他 

 ゼネコン、サブコン   揚重センター、現場ゲート 

デバイス ・PC、各自動搬送機械、バーコード利用携帯用 PC、 

ツール機能/構成 

/運用 

 
・揚重計画管理システム：仕上工事数量と工程表を入力し歴日の揚重量と内容をシミュ

レート、その後計画されたデータに基づき予約管理  

・自動搬送システム：重量物のハンドリングを機械的に行う(リフトインフォーク、ト

ランスファーフォーク、自動水平搬送台車) 

・施工データ管理システム：施工現場で発生するデータを携帯用 PC により簡単に記録

し、得られたデータをホスト PC に転送する事で必要な帳票作成、分析結果の出力を自

動的に行う(データの記録は全て作業員が作業中に行えるようバーコードによる入力が

可能にしてある) 

・搬出入管理システム：作業所への資材搬入・搬出の調整にかかる労力は大きく、日々

の工事打合せ大半がこれらの調整に費やされている(特に大規模現場) 

図 2-21．建築作業所における物流計画管理システムの事例分析シート 
 
 
 
 

22 竹尾健一他 1 名、第 13 回建築生産シンポジウム、日本建築学会、ｐ197~204、1997 
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 図 2-21 は、建築作業所における物流計画管理システムの適用事例である。この事例において適

用されたツールは揚重計画管理、施工データ管理、搬出入管理に使用された。 
 1)揚重計画管理システム 
 仕上工事数量と工程表を入力することにより歴日の揚重量とその内容を詳細にシミュレート

できる。 
 ①工事数量の入力と揚重回数の自動計算：各階の工事細目を順次手入力する方法と 3 次元 CAD
から数量変換ソフトを介して自動的に数量を入力する方法がある。入力された工事数量を基に内

臓されている揚重荷姿のデータベースにより自動的に各材料の必要揚重回数が計算される。 
②揚重機の予約申込と予定表出力：従来の予約申込は打合せ室などに予定表を掲示し、工程担

当者或いは職長が直接記入する方法であったが、記入事項が煩雑になり、作業所内で一元的に管

理し難かった。元請事務所、職長室、揚重センターなどに設置されているパソコンから入力可能

である。予約状況は、予定表として出力され前日の定例工事打合せの場で確認される。 
 2)施工データ管理システム(揚重実積データ管理システム) 
 施工現場で発生するあらゆるデータを携帯用パソコンにより簡単に記録し、そこで得られたデ

ータをホストコンピュータに転送することにより必要な帳票の作成、分析結果の出力を自動的に

行う。データの記録は作業員が作業中に行えるようバーコードにより入力可能にした。得られた

データを基に揚重計画管理システムに内臓されているデータベースの検証を重ねて行く事で、精

度高い揚重計画が行える。 
 3)搬出入管理システム 
 作業所への資材の搬入や搬出の調整にかかる努力は大きく、日々の工事打合せの大半はこれら

の調整に費やされている。特に複数の工区やゲートが存在する大規模作業所では、当日の資材が

作業所に到着した際にも、資材の搬入先、ゲート、工区が不明である、資材の受取者への連絡が

スムーズではないために資材の受渡しが遅れる、などが煩雑に起こる。 
 ①搬出入調整：搬出入情報の入力は揚重計画管理システムにより既に入力されている情報を自

動的に取り込む方法或いは、各業者の職長により作業所内に構築された LAN 上の端末により行

われる。申し込まれた情報はパソコンにより、日時や場所など干渉している情報をモニターに表

示して、搬出入担当者がリアルタイムに確認し当事者を交え調整を行う。調整された情報を基に

予定表を出力し、日々の全体打合せの場で確認される。 
 ②受入管理：各ゲートには作業所内 LAN に接続されている端末が設置され、車両が入場する

と各ゲートにいる警備員或いは運転手が掲示されている予定表の中から該当する項目を選択し、

印刷されているバーコードを読み取る事で、車両の入場が確認される。入場受付が完了すると同

時に、ゲートに設置しているプリンターから入場指示書が発行される。指示書には現場のキープ

ランが印刷されており、ゲートから荷卸し場所までのルートが表示されている。また、同時に受

け取る業者の職長に場内放送、携帯電話、ポケベルなどにパソコンが自動的に車両入場を伝える。 
③荷卸しと退場受付：荷卸しが完了すると、再び入場指示書に記載されている退場ゲートに向

かい、バーコードを読み取ることで退場が受け付けられる。 
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２．３ 施工管理･実施業務における IT ツール適用に関するヒアリング調査 
 
2.3.1 ヒアリング調査の目的 

 
文献調査(2.2)では、IT ツール適用による施工管理･実施業務への影響の事実や変化、その後の

実態などを把握することが制限されていた。そこで、実際に当時の IT ツールの研究や開発に関

わった実務者へのヒアリングを行うことで、知ることができなかった様々な事柄を把握すること

ができる。 
 
2.3.2 ヒアリング調査実施概要と調査内容記述方法 

 
 本研究におけるヒアリング調査は、大きく 2 段階によって行った。第 1 期ヒアリング調査は、

主に建築生産における IT ツール適用の全般的な事柄に関してヒアリング調査を行い、本研究に

おける問題意識の抽出に役立てようと試みた。第 2 期ヒアリング調査は、主に文献調査(2.2)を行

った各々の IT ツールに関して、詳細な内容を明確に捉えるために行った。 
 ヒアリング実施日時とヒアリング対象は、表 3-2 に明記する。 
 

分類 番号 ヒアリング実施日時 ヒアリング対象 

第 1 期 
1 2010 年 4 月 20 日 K 社 技術研究所 
2 2010 年 4 月 23 日 T1 社 技術研究所 
3 2010 年 5 月 10 日 S 社    本社 

第 2 期 

4 2011 年 12 月 6 日 F 社    本社 
5 2012 年 9 月 24 日 T2 社    本社 
6 2012 年 9 月 25 日 S 社    本社 
7 2012 年 9 月 26 日 O 社 技術研究所 

表 2-2．ヒアリング実施リスト 
 
 ヒアリング調査を行った後、調査番号、関連する IT ツール、使用された(○)或いは使用されな

かった(×)、その理由内容に関してヒアリング調査内容表(表 3-3)に整理を行う。 
調査 
番号 

関連する IT ツール 分類 内容(使用された理由や使用されなかった理由等) 

    
    

表 2-3．ヒアリング調査内容表 
 
 (＊添付資料２：ヒアリング調査で扱ったヒアリングシートは添付資料として本論文の後尾に掲

載してある。) 
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2.3.3 ヒアリング調査実施 
 
【ヒアリング調査１】K 社 技術研究所 
 
調査 

番号 
関連する IT ツール 分類 内容 

1-1 垂直搬送システム × 
・投資した費用に比べて、そんなに人工が減らなかった理由か

らなかなか使われなかった。 

1-2 垂直搬送システム × 
・事前にデータを IT ツールに入れる段取りが必要であったた

めに手間が多かった。 

1-3 
知識ベースに関する

システム 
× 

・リアルタイムに計測しデータを収集して、機械設備の制御を

自動的に判断してくれるなどの専門家を代行するシステムが

多く開発されたが、結果に至る過程がブラックボックスになっ

ており、現実的にはなかなか使われなかった。 

1-4 入退場管理システム ○ 

・入退場管理システムによってデータを簡単に収集・蓄積し、

そのデータを見ながら人が分析を行い、その後のマネージメン

トに役立てる。重要なのは、データをきっちり蓄積する仕組み

作りと、そのデータの解析である。 

表 2-4．K 社技術研究所ヒアリング調査内容表 
 
【ヒアリング調査３】S 社 本社 
 
調査 

番号 
関連する IT ツール 分類 内容 

3-1 
ミーティングボード

システム 
○ 

・毎日の工程なり作業の確認をするための、打ち合わせを電子

的にやろうという試み。作業日報と確認は、電子的なデータで

蓄えられ、全現場で使用中である。 

3-2 
エキスパート 

システム 
× 

・人間の知識をどうやって表現するかについて限界を感じてし

まい、人間が考えるようなアウトプットが出なかった。 

3-3 
クレーン実績管理 

システム 
× 

・タッチパネルのパソコンを操作室に設置して、鉄骨や PC 作

業１サイクルの時間を計測した。グラフ分析で進捗状況を確認

できた。しかし、クレーンにはセンサーがなかったため、人が

張り付いて技術スタッフが行って記録していた。また、データ

として収集したが PDCA のアクションが行われなかった。請

負で任せているから、早くなったところであんまりこっちのメ

リットにならない。 

表 2-6．S 社本社ヒアリング調査内容表 
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【ヒアリング調査２】T1 社 技術研究所 
 
調査 

番号 
関連する IT ツール 分類 内容 

2-1 
工事計画に関する 

エキスパート 

システム 

× 

・場所打ち杭の配置を自動的に考えるとか、エレベータなど揚

重能力から台数を判断するなどの高度なアルゴリズムを使う

システムは、普及されなかった。その理由としては、業務が複

雑で標準化がなされてなく、最終的な判断は担当技術者のカン

や経験に頼る属人的なプロセスであるからである。 

2-2 
電子手帳を使った 

仕上げ検査システム 
× 

・当時適用された端末が非常に高価で、性能も遅かった理由か

ら普及されなかった。 

2-3 
電子手帳を使った 

仕上げ検査システム 
× 

・現場で使うために準備するデータを作ることが大変であっ

た。図面を入れ込むことや、項目数をそろえてあげたり、しか

も、結局出てくる問題は、そこにないイレギュラーなものばか

りだった。標準的な事が整理できなかった。 

2-4 
電子手帳を使った 

仕上げ検査システム 
× 

・当時インターネットが整備出来てなかったから、協力会社に

送る時 FAX で送っていた。最初から図面コピーしてやいてそ

のまま送った方が効率よかった。現場の中では多少効率化出来

たが、トータルとしては業務の量が増えていた。 

2-5 
揚重時間予約 

システム 
× 

・事前に登録し、重複している場合に自動的に調整した。協力

業者ごとの優先順位は建築系の工事が優先されて、設備系のも

のは後にされるロジックであったが、しかし最終調整は結局、

人が行わないとならなかった。 

2-6 
搬入トラック 

予約調整システム 
× 

・事前に登録し、重複している場合に自動的に調整を試みたが、

柔軟な対応ができず、人が行った。 

2-7 
鍵ラベル 

管理システム 
○ 

・従来台帳で管理していたことを、IT ツールで単純に清楚と集

計をしてくれた。現在でも使っていてとても便利である。 

2-8 現場内物流システム × 

・従来ホワイトボードでやっていた業務に IT ツールを適用し

て行ったが、うまくいかなかった。ツールの運用に問題があっ

た。IC ラベルを工場でつけてくれば良かったが、当時は来たモ

ノにわざわざつけ、それを読み取って、揚重機を制御して、も

ともと資材に搬送先が明記されているが、わざわざチップに入

れて、リーダで読んで自動搬送をやっていた。 

2-9 入退場管理システム ○ 
・機密事項があり身分証明を明確にしないとならない大規模な

研究施設などの現場では、何人の人が入っているか等につい

て、効果を発揮した。 
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2-10 
工程表作図システム 

(単機能) 
○ 

・機能を絞って簡単に工程表を作るツールであった。2 時間か

かっていた工程表作成が 30 分でできた。また、ツールが社内

標準機(IBM)であるために普及された。効果が明らかで、覚え

なくていいのが成功している。 

2-11 
工程表作図システム 

(多機能) 
× 

・山崩しや工程計算機能があった。しかし、機能が複雑で使用

方法を覚えることや、当時高価な NEC のマシーンを入れない

といけない理由から、普及されなかった。 

表 2-5．T1 社技術研究所ヒアリング調査内容表 
 
 
 
 
 
【ヒアリング調査３】S 社 本社 
 
調査 

番号 
関連する IT ツール 分類 内容 

3-1 
ミーティングボード

システム 
○ 

・毎日の工程なり作業の確認をするための、打ち合わせを電子

的にやろうという試み。作業日報と確認は、電子的なデータで

蓄えられ、全現場で使用中である。 

3-2 
エキスパート 

システム 
× 

・人間の知識をどうやって表現するかについて限界を感じてし

まい、人間が考えるようなアウトプットが出なかった。 

3-3 
クレーン実績管理 

システム 
× 

・タッチパネルのパソコンを操作室に設置して、鉄骨や PC 作

業１サイクルの時間を計測した。グラフ分析で進捗状況を確認

できた。しかし、クレーンにはセンサーがなかったため、人が

張り付いて技術スタッフが行って記録していた。また、データ

として収集したが PDCA のアクションが行われなかった。請

負で任せているから、早くなったところであんまりこっちのメ

リットにならない。 

表 2-6．S 社本社ヒアリング調査内容表 
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【ヒアリング調査４】F 社 本社 
 
調査 

番号 
関連する IT ツール 分類 内容 

4-1 各種計測システム ○ 
・人が目視で計測して行っていた業務を、このツールを入れて

ミスの防止や忘れなく計測が行われ、効率的・正確に行うこと

ができた。 

4-2 
クレーン衝突防止 

システム 
× 

・ツール適用前は作業事務所内では状況が見えなかったが、適

用後は事務所内で確認できるようになり、クレーン作業工程が

安全かつスムーズに作業できた。しかし、当時はセンサー等を

会社や社員独自で作って付けていたため、準備等に非常に手間

があった。だから、非常に規模が大きい現場などのモデル現場

のサポートにしか使えなかった。 

4-3 
タグカードによる 

労務管理システム 
× 

・非常に一枚一枚発行するのが大変であった。当時は PC 性能

が悪くカタカナによるデータ登録であった。普及はされず出入

りを厳しく管理する 24 時間運用の改修工事や空港現場などの

特殊な現場でしか使われなかった。 

4-4 
タグカードによる 

労務管理システム 
× 

・出面集計による労務実績集計で出来高が出て、その後の計画

や管理に結びつかなかった。ちょっとかかり過ぎたな、少人数

で済んだなどの評価はできるが、出面＝支払いになっていれば

使われていると思うが、最初の請負契約の仕組みであるため、

安全管理はするが、以後の管理にはなかなか繋がらない。 

4-5 
携帯端末を用いた 

仕上げ管理システム 
× 

・携帯端末に図面が入っていて、検査結果等に関して印を付け

ているが、実際の検査現場に行って見てもその場所自体は探さ

ないといけない。結局、今でも付箋を貼っている。 

4-6 
携帯端末を用いた 

仕上げ管理システム 
× 

・仕上検査業務は、検査項目を如何に早く検査出来るかが重要

であるため、どうしても平面図に手書きでチェックするのが一

番早い。また、事務所に戻って整理しなければいけないが、そ

のままコピーして流している現状である。 

4-7 
ペン PC を使った 

仕上げ検査システム 
× 

・専用検査要員を配属しようとしたが、成立しなかった。素人

の人に汚れていることや傷位はわかるが専門技術知識になる

とわからなくなる。先進 IT ツールが適用されても成立しない。 

表 2-7．F 社本社ヒアリング調査内容表 
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【ヒアリング調査５】T2 社 本社 
 
調査 

番号 
関連する IT ツール 分類 内容 

5-1 
揚重計画管理 

・予約管理 

システム 

○ 

・バブル時代という社会的な背景で、超高層ビルの需要が多か

った中、揚重作業がクリティカルな作業であった。従来、壁に

紙で張って、人の経験やカンで行って調整など業務を、視覚化

することで役立った。 

5-2 自動搬送システム × 
・当時自動化施工が流行して適用を試みたが、人ができる作業

であり投資対効果がなく、事前にツールの準備を行うことが大

変であったため使われていない。 

5-3 
施工データ管理 

システム 
× 

・情報収集して計画にフィードバックしようと試みたが、当時

バーコードを利用したツールは扱うことに手間があった。 

5-4 搬出入管理システム × 

・バブル時代という社会的な背景から大規模現場が多く、現場

ゲート管理を目的に適用を試みた。現在は、携帯電話などの普

及から必要がなくなった。また、中小規模の現場は特に必要な

い。 

5-5 
廃棄物マニフェスト 

システム 
○ 

・携帯電話で業務を行うことができて、紙を使わなくって良か

ったため、紙の管理やデータの二重入・出力が無くなった他に

低コストだった。 

表 2-8．T2 社本社ヒアリング調査内容表 
 
【ヒアリング調査６】S 社 本社 
 
調査 

番号 
関連する IT ツール 分類 内容 

6-1 

資材管理システム↓ 

自動化施工システム↓ 

資材自動搬送 

システム↓ 

揚重管理システム↓ 

物流センター一元管理 

× 

・バブル時代という社会的背景から、超高層・大規模建築物

の需要が多くなり、工業化工法やプレハブ工法の適用とと

もに IT ツールも段々と開発・適用されたが、その後バブル

時代の崩壊と共に、できるだけお金を使わない方向に移動

している。そのために、適用される IT ツールも変遷してき

ている。 

6-2 鉄筋検査システム ○ 

・ISO9000 適用や姉歯事件などの社会的な状況から、適用

された。従来の手作業から携帯端末を利用することで記録

の手間が省ける他、データが残るので分析や編集にも大き

いメリットがあった。 

表 2-9．S 社本社ヒアリング調査内容表 
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【ヒアリング調査７】O 社 技術研究所 
 
調査 

番号 
関連する IT ツール 分類 内容 

7-1 
廃棄物マニフェスト

システム 
○ 

・従来、多くの書類で行っていた業務であったが、ツール適用

で紙を使わなくなった。紙で業務を行うと当日に業務処理がで

きなく、ある程度集まったら入力する傾向がある。 

7-2 仕上検査システム × 

・当時の端末は大きく携帯に不便で可視性も悪く、ネットワー

クも不整備であったためスタンドアロンという技術的問題が

あった。また、事前に検査項目などを入力しないといけないが、

その項目の標準化やメンテナンスの問題があった。現場に付箋

を貼って図面に記録すれば良かった。 

7-3 部材管理システム × 
・当時、バーコードや携帯端末を使ったツール適用を試みたが、

事前の段取りに非常に手間がありなかなか使われなかった。 

7-4 自動化施工システム × 
・当時高価な EWS を適用して行ったが、現場の職員が使用す

るためにはツールを学ばないとならなかった。また、ツールが

適用できる建物も限定されていた。 

表 2-10．O 社技術研究所ヒアリング調査内容表 
 
 2.3.4 ヒアリング調査の整理 
 
 1)不定的な評価 
 
 ①マシーン問題(普及、コスト、処理速度、リテラシー)  

【１－１】垂直搬送システム：投入コストに比べ効果が少ない。 
【２－２】電子手帳仕上げ検査システム：当時端末が高価で処理速度遅かった。 
【２－１１】工程表作図システム(多機能)：普及されていない高価なツール、複雑な機能で使

用者が学ばないとならない。 
【４－２】クレーン衝突防止システム：センサーなどが高価、ツール設置などに手間。 
【４－３】タグカードによる労務管理システム：PC 性能が悪く登録をカタカナなどで行って

いた。(特殊現場では使用) 
【４－５】携帯端末を用いた仕上げ管理システム：図面に検査結果を示しても、検査現場では

探さないといけないので結局付箋をつけていた。 
【５－２】自動搬送システム：投資対効果が低い、ツールの設置手間。 
【５－３】施工データ管理システム：バーコード使用に手間発生。 
【５－４】搬出入管理システム：バーコード使用に手間発生。 
【７－２】仕上げ検査システム：メンテナンスが大変(バージョンアップ)、大きく重いため携

58 
 



帯に手間発生、可視性が悪かった。 
【７－３】部材管理システム：バーコードや携帯端末に、事前に情報を入力する手間。 
【７－４】自動化施工システム：EWS が高価でツールを学ばないとならない、適用可能な建

物が限定されていた。 
 
②入力問題(事前段取り含む) 
【１－２】垂直搬送システム：人が事前に情報を入力しないとならない。 
【２－３】電子手帳仕上げ検査システム：事前に準備するデータ入力が大変である。 
【３－３】クレーン実績管理システム：クレーンにセンサーが無いため、人が記録した。 
【５－２】自動搬送システム：事前準備としてデータを入力する手間発生。 
【５－３】施工データ管理システム：バーコードを利用して入力に手間発生。 
【５－４】搬出入管理システム：バーコードを利用して入力に手間発生。 
【７－２】仕上げ検査システム：事前に検査項目を入力する必要がある。 
【７－３】部材管理システム：バーコードや携帯端末に、事前に情報を入力する手間。 
 
③自動判断問題 
【１－３】知識ベース(高度アルゴリズム)関するシステム：判断は人が行ったほうが良い。 
【２－１】工事計画エキスパートシステム(揚重台数自動判断等)：最終判断は人が行った。 
【２－５】揚重予約システム：自動重複調整であるが、最終調整は結局人が行う。 
【２－６】搬入トラック予約調整システム：柔軟な対応ができず人が行なった。 
【３－２】エキスパートシステム：人間が考えるようなアウトプットがでない。 
 
④業務の標準化問題 
【２－１】工事計画エキスパートシステム(揚重台数自動判断等)：業務が複雑で標準化が難し

い。 
【２－３】電子手帳仕上げ検査システム：ツールで行えないことが出てくる。 
【２－５】揚重予約システム：自動重複調整であるが、最終調整は結局人が行う。 
【２－６】搬入トラック予約調整システム：柔軟な対応ができず人が行なった。 
【７－２】仕上げ検査システム：検査業務(検査項目)の標準化が難しかった。 
 

 ⑤伝達問題 
【２－４】電子手帳仕上げ検査システム：ネットの不整備によって FAX を使用しているため、

トータル的に捉えると不効率である。 
【４－６】携帯端末を用いた仕上げ管理システム：図面で検査して FAX でサブコンに伝達し

た方が早い。 
【７－２】仕上げ検査システム：ネット不備によって、図面に記録し現場に付箋を貼るほうが

早い。 
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 ⑥ツール運用の問題 

【２－８】現場内物流システム：IC ラベルを工場でつければ効率的であるが、現場でつけて

いて非効率であった。 
【４－３】タグカードによる労務管理システム：カード発行に大変であった。(特殊現場では使

用された。) 
【４－７】ペン PC を用いた仕上げ検査システム：専門検査員を雇用しようとしたが、、専門

知識を知らないから駄目であった。 
 

 ⑦契約体制問題 
【３－３】クレーン実績管理システム：進捗状況データを収集出来ても、請負契約でありメリ

ットが出なかった。 
【４－４】タグカードによる労務管理システム：出面データが蓄積されたが、請負契約である

ためメリットが出なかった。 
 
 2)肯定的な評価 
 
 ①入力問題 

【１－４】入退場システム：データを簡単に収集・蓄積してくれる。 
【３－３】クレーン実績管理システム：稼動・作業状況の計測が効率的である。 
【４－１】各種計測システム：人の計測業務をツールが代行し、ミスや忘れを防止する。 
【６－２】鉄筋検査システム：手作用で行っていた業務を携帯端末で記録しデータを蓄積した。 
 

 ②単純な業務問題 
【２－７】鍵ラベル管理システム：単純に清楚と集計で効果があった。(紙→ツール) 
【２－１０】工程表作図システム(単機能)：単機能なツールで効率的であった。 
 

 ③特殊な状況問題 
【２－９】入退場管理システム：身分証明が必要な大規模・特殊現場では使われる。 
【４－２】クレーン衝突防止システム：作業状況が事務所でも確認できることで安全管理に効

果があり、隣接に建物がいっぱいある狭い現場や、非常に大規模現場で使用した。 
【４－３】タグカードによる労務管理システム：空港現場など特殊現場で適用された。【６－

２】鉄筋検査システム：ISO9000 導入や姉歯事件で適用する必要があった。 
 

 ④ツール普及問題 
【２－１０】工程表作図システム(単機能)：当時普及されている IBM 機種を使用していたた

め、教育が必要なかった。 
 

60 
 



 ⑤経験・カンの業務支援 
【５－１】揚重計画管理・予約システム：工事進捗状況を壁にはって確認し、調整を行ってい

たが、ツールにより視覚化されて、調整業務の支援ができた。 
 
２．４ 結言 
 
 本章では、施工管理･実施業務における IT ツール適用の実態を明確に把握するために、まず日

本における 1980～90 年代の適用事例に関して文献調査を行った。1980～90 年代の適用事例に

関して調査を行った理由としては、バブル時代の盛況とその崩壊による社会的な背景や情報技術

の発達による技術的な背景などから、大手ゼネコンを中心に様々な研究や開発が活発に行われ、

実際の施工管理・実施業務への適用が試みられた時期であるためである。また、当時の研究や開

発から 20 年以上の年月が経ち、その当時の試みをある程度、客観的に捉えることができる。そ

こで、施工管理・実施業務へ適用された各々の IT ツールが、いったい何を目的にどのように施工

管理業務へ適用されたのか、効果は何だったのか、問題点や課題などについて、「クレーン衝突防

止システム」など 20 事例を対象に文献調査シートを用いて詳細に調査を行った。 
 その後、文献調査から把握することができなかった事柄をフォローアップするために、当時の

研究や開発に関わっていた実務者へのヒアリング調査を 7 回に及び行った。ヒアリング調査によ

りさらに IT ツール適用が施工管理・実施業務へどのような影響を与えたのか明確化することが

できた。 
 本章で行った調査資料は、IT ツール適用に関する記述手法を提案(3 章以後)する過程で役立つ

と考えられる。 
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３．施工管理・実施プロセスにおける IT ツール適用記述手法の提案 

３．１ 緒言 
３．２ 調査結果によるインパクトの評価視点と記述手法に関する考え 
３．３ プロセスの記述に関する既往研究調査 
３．４ 記述手法提案の試み 
３．５ 施工管理・実施プロセスにおける IT ツール適用に関する記述手法の提案 
３．６ 結言 
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３．１ 緒言 
 
 2 章では施工管理･実施業務における IT ツール適用の実態を明確に把握するために、既往適用

事例に関して文献調査(2.2)を行った。その後、関係実務者へのヒアリング調査(2.3)を実施するこ

とで文献調査のフォローアップができた。その結果、実際に IT ツールの適用が施工管理・実施業

務に様々な効果を見出していることが確認できたが、反対に適用当時に想定できなかった問題に

より、継続して適用されない場合も多く見られた。こうした IT ツール適用に関わる効果や問題

を事前に把握できれば、問題になりうる事柄に関して適切な処置がなされ、より一層 IT ツール

の適用におけりポジティブなインパクトを見出すことができるであろうと考えられる。そのため

には、まず施工管理・実施業務における IT ツール適用の実態に関してわかり易く、明確に表現で

きる記述手法を作ることが必要である。 
 以上のような認識に基づき、本章では、2 章で行った各種の調査資料を基に、IT ツール適用の

実態を如何に表現すれば、IT ツール適用インパクトを明確に把握することができるかについて明

らかにし、IT ツール適用実態を明確に把握できる記述手法の提案を行う。 
 
３．２ 調査結果によるインパクトの評価視点と記述手法に関する考え 
 
3.2.1 調査結果によるインパクトの評価視点 

 
 IT ツールは基本的に情報を扱う道具であるため、施工管理･実施業務に IT ツールが適用され

ることは、適用されたある施工管理業務に関する情報となんらかの関わりがあることは明確であ

る。2 章で調査を行った結果 IT ツールは、施工管理・実施業務における情報の入力や収集、集計、

分析や解析、出力や伝達など情報のプロセシング過程のいずれかの機能を担当している。例えば、

【文献１】「工事管理に於けるパーソナルコンピュータの活用(クレーン衝突防止システム)」の事

例では、タワークレーンに設置されたセンサーによりタワークレーンの稼動状況データが自動的

に入力され、そのデータを基にパソコンが自動的に複数のタワークレーン間の位置及び高さなど

の情報に変換し解析を行うことで、タワークレーン間の衝突を未然に防止することができた。こ

こでの IT ツールが担う情報プロセシングの機能としては、タワークレーンの稼働状況データの

自動入力(収集)と解析であり、その結果としてタワークレーン作業の安全確保という実際の施工

管理・実施業務に効果を発揮することができた。このように IT ツール適用インパクトは、まずデ

ータ或いは情報プロセシングに影響を及ぼし、その結果として実際の施工管理・実施業務へ影響

を与えると考えることができる。 
 
 上述のような考えをすると、図 3-1 のように IT ツール適用インパクトに関して評価を大きく

二つの視点から行っていると捉えることができる。ひとつは情報を作るという視点、つまり情報

のプロセシングに関する視点である。これは、施工管理・実施業務の目的に従って生のデータを

加工して有意な情報に変換していく過程に関係する。もうひとつは情報を作った結果に関する視

点、つまり実際の施工管理業務に関する視点である。ある過程をたどり作られた情報が、実際の
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施工に関わる人やモノ、作業などに如何に影響を与えるのかに関係する。 

 
図 3-1．調査結果による IT ツール適用インパクトに関する評価視点 

 
 情報のプロセシングに関する視点は、また二つに分けて捉えることができる。 
ひとつは情報を作る時間が短縮されることや手間が省けるなど情報生産性に関する視点であ

る。例えば【文献５】「バーコードシステムによる仕上げ管理システムの開発」の事例では、バー

コードを利用した IT ツールを適用することで、現場でのチェックをパソコンに入力する手間が

省ける効果を発揮している。 
もうひとつは情報の質、つまり情報の内容やコンテンツに関する視点で、これまでに得られな

かった情報、或いは得ることが非常に困難であった情報の獲得に関する視点である。例えば【文

献１９】「超高層ビルにおける仕上材搬送管理」では、揚重作業の状況を的確に把握するための揚

重管理システムと揚重予約の入力、予約情報の自動調整、自動調整結果の修正、各種帳票の印刷

で構成される揚重予約調整システムを利用して、予約情報に対する実績情報を分析しフィードバ

ックすることで、揚重機の稼働率をあげることができた。IT ツールを適用する以前にこのような

管理業務を行うのは非常に困難であった。 
 

 実際の施工管理業務に関する視点も二つに分けて捉えることができる。 
ひとつは施工に関わる作業工程に関する視点である。例えば IT ツールが適用されることで作

業の手戻りが無くなった例がこの視点に関係する。 
もうひとつは施工に投入されるリソースに関わる視点である。ここでのリソースは施工作業に

投入される人、材料、機械などを意味する。この視点は、部材調達の迅速化や作業者の安全向上、

現場在庫の減少による作業エリアの効率などが関係する。 
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 以上から、施工管理・実施業務における IT ツールの適用インパクトを評価する視点に関して

以下のように整理することができる。 
 
 【調査結果による IT ツール適用インパクトの評価視点】 

1) 情報プロセシングに関するインパクトの評価(情報を作るという視点) 
① 情報生産性に関するインパクトの評価 
② 情報の質や内容に関するインパクトの評価 

2) 施工管理・実施業務に関するインパクトの評価(情報を作った結果という視点) 
① 作業工程に関するインパクトの評価 
② 投入リソースに関するインパクトの評価 

 
 上述の結果を踏まえて 3.2.2 では如何な記述手法を用いれば、IT ツール適用の実態をよりわか

りやすく、明確に捉えることができるか考察を行う。 
 
3.2.2 IT ツール適用インパクトを把握できる記述手法に関する考え 

 
 この項では、文献調査とヒアリング調査から抽出された IT ツール適用インパクトを把握する

ために、何を明確に表すことができればよいのか述べる。 
施工管理・実施業務における IT ツール適用インパクトを評価する観点として、情報プロセシ

ングに関する観点と施工管理･実施業務に関する観点が抽出された。 
情報プロセシングでは、扱われる情報のレベル、情報プロセシングに関わるアクティビティと

情報の形式、アクティビティに関わる主体と場所を考える必要があり、施工管理業務では、施工

作業、施工作業に関わる主体、施工作業に関わる資材、施工作業に関わる機材を考える必要があ

る。 
 

 最初に情報プロセシングで記述が必要な要素について解説を行う。 
 第一に、扱われる情報のレベルである。一般に施工管理業務で扱われる情報は、テキスト、図

面、表、音声、写真、映像などの媒体で表現されるが、日本語の「情報」という言葉が使われる

とき、単純な事実情報(Fact)から、知識(Knowledge)或いは知恵と呼ぶほうがふさわしいような場

合まで様々な意味の段階が含まれているように思われる。ここの事実情報からより上位レベルに

行くにしたがって、抽出され、抽象化され、より凝縮された「情報」へ昇華されていく。23 
【ファクト(Fact)】 
 「情報」を集めたり、探したり、分析したりする場合、関連する事実である。実際にあったこ

との記述をとりあえず収集し、選別する場合がある。この場合に対象となるのは、個々のファク

トである。インフォメーション(Information)としての価値があるかないかの判断以前の個々の事

実であり、その記述である。本研究では、「事実」と表現する。 

23計画・設計のための建築情報用語辞典、柳田武他、日本建築学会、ｐ2~3、2003 
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【データ(Data)】 
 IT 技術の発展により「情報」の言葉が重きを置いてきた点に、コンピュータやコミュニケーシ

ョン技術として用いられるデータがある。ここのデータは必ずしもデジタルデータであるとは限

らないが、実際にインターネット上や LAN 上でやり取りされるデータは、デジタルデータであ

る。個々のファクトをより処理しやすいような形態に加工されたものであるといえる。施工管理・

実施業務において人工や施工数量であり、本研究では、「データ」と表現する。 
【インフォメーション(Information)】 
 英語の Information のニュアンスに近い「役にたつもの」である。ファクト、データのうち、

持ち手、受け手にとって価値のある、意味ある「情報」を指している。つまり、前二者より取捨

選択をされたものとして扱われる。施工管理・実施業務において歩掛り、出来高、施工図、計画

書であり、本研究では、「情報」と表現する。 
【ナリッジ(Knowledge)】 
 個々のインフォメーションが体系化され、統合的に伝えられる学問もしくは伝承の領域にまで

発展したものである。施工管理・実施業務において調査報告書や提案書などであり、本研究では、

「知識」と表現する。 
 
 第二に、情報プロセシングに関わるアクティビティと情報の形式である。 
【入力】 
 IT ツールによる入力とは、コンピュータなどの情報端末にデータや情報を取り込むことであ

る。ここでの情報は必ず入力によってデジタル化される。一般的な入力情報の形式と入力機器は、

文字などのアナログ形式であるなら、キーボードや手書きパット、画像やデータなどのデジタル

形式であるなら、マウスやスキャナー、デジタルカメラなどである。また、バーコードを利用し

た携帯型コンピュータや磁気カードを用いた機器類、IC カードを利用した機器、センサーを用い

た機器などによる収集も、本研究では入力と捉える。アナログでの入力とは、紙などにデータや

情報を作成することであり、アナログでの収集は、様々に散らばっている必要な情報を集め紙な

どに作成することである。 
【処理】 
 IT ツールによる処理とは、入力或いは収集された情報をある目的に応じて加工や変換する事で

ある。ここでの情報は処理により必ずデジタル化される。一般的に処理機器はコンピュータで行

うが、目的に応じたソフトウェアが必ず必要である。アナログでの処理とは、入力或いは収集さ

れた情報を目的に応じて紙などに作成することである。 
【出力】 
 IT ツールによる出力とは、入力或いは処理された情報をコンピュータから取り出すことであ

る。出力された情報は、デジタルのまま表示されることもあれば、アナログ情報に変換され表示

される場合もある。一般的な出力形式と機器としては、文字や画像ならディスプレイやプリンタ

ーである。アナログでは、すでに出力されているためにこのアクティビティはない。 
【伝達】 
 伝達とは、入力、処理、出力された情報を渡すことである。伝達に関しては、二つを考えるこ
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とができる。まず伝達の媒体がデジタル情報なのか、アナログ情報なのかである。媒体がデジタ

ルの媒体とはメモリーカード、メール、電子写真などである。媒体がアナログの場合は紙や写真

である。そして伝達の行為をデジタル機器で行ったのか、或いは直接渡したのかである。デジタ

ル機器としては、FAX やネットワークシステムなどである。行為がアナログである場合とは、直

接渡すことである。 
第三に、アクティビティに関わる主体と場所である。 

 情報プロセシングにおける主体は、人が行うのか或いは IT ツールが行うかである。人が行う

場合は、管理者、作業者、オペレータなどに分けることができる。そして場所は、作業現場、作

業事務所、ゼネコン本支店、サブコン本社などあるが本研究では、作業現場、作業事務所、外部

の三つに分ける。 
 
 以上の事柄を基にして、IT ツール適用のインパクトが把握できる記述手法に関して提案を試み

る予定であるが、その前にプロセスに関してどの様な記述手法があるか既往研究の調査を 3.3 で

行う。 
 
３．３ プロセスの記述に関する既往研究調査 
 
3.3.1 ＩＤＥＦ０ 

 
 業務の流れを改善したいときや、効率的な CIM(コンピュータによる統合生産)システムを構築

する際、社内組織の機能や組織間の情報の流れを明瞭に記述したいという要求が出てくる。それ

に答える一つの手法として IDEF0 記述法がある。IDEF0 はシステム分析、設計などの分野で広

く使用されているほか、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング(BPR)を行うときの分析ツー

ルとして、コンサルタント会社が使用しているケースも多い。24 
 IDEF0 では、図 3-2 のように業務の単位であるアクティビティに対して、下記のような条件を

加えて考察を行うので、アクティビティの有効性が評価され、目的とするビジネス・プロセスを

理解しやすい表現で記述できる。 

 
図 3-2．IDEF0(機能モデリング手法) 

24建築生産・情報技術-建築生産情報技術統合ガイドブック-、柏崎孝史他、日本建築学会、ｐ158~159、1995 
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 ①コントロール 
 業務を進めていく上では、必ず何らかの制約条件が伴うものである。コントロール条件として

は、法律的、技術的な制約条件、競争力のある環境、経営戦略等が上げられる。 
 
 ②インプット 
 その業務が処理する情報、作業内容、投入する資源等を表す。 
 
 ③アウトプット 
 インプットの結果得られる成果物(情報、製品、新たな作業等)を表す。 
 
 ④業務のメカニズム 
 業務モデル全体をコントロールする条件の基で、インプット処理を行い、適切な成果を得るた

めの最適な業務処理機構(業務組織、人、情報システム、ツール等)を表す。 
 
 
3.3.2 ＩＴを適用したビジネスプロセスのリードタイムの記述モデル 25 

 
 片山氏は、【建築プロジェクト間の知識継承に関する研究】でＩＴを適用したビジネスプロセス

について共通認識できるように記述モデル(図 3-3)を提案している。このモデルはプロジェクト参

加者の役割分担やコンピュータリテラシーの変化を柔軟に表現でき、生産情報の合意にいたる過

程のリードタイム(所要時間)を評価できる記述モデルである。 
 

 
図 3-3．PM マンションにおける議事録作成ビジネスプロセスのモデル化 

 

25建築プロジェクト間の知識継承に関する研究-IT を適用したビジネスプロセスを題材として-、片山圭二、東京

大学博士論文、2004 
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 特徴として情報プロセスの観点から記述しているモデルであるために、記述されているアクテ

ィビティが全て情報プロセスの業務であり、施工管理・実施プロセスに関わるアクティビティは

記述されていない。 
 また、IT ツール適用インパクトをリードタイム(所要時間)で表現して、定量的な評価はできな

いものの、IT ツール適用前後の変化や違いに関しては把握できる。 
 記号で表現してあるが、情報のロジスティックスや関係するプレーヤー、情報のタイプなどに

ついて追加説明行っている。 
 
３．４ 記述手法提案の試み 
 
 3.2で ITツール適用インパクトの評価視点と記述手法のあり方に関する考察を行い、3.3では、

プロセスに関して記述を行った既往研究を調査した。3.4 では、既往研究と考察を基に、施工管

理・実施プロセスにおける IT ツール適用の記述手法に関して試みを紹介する。 
 
 3.4.1 ＩＤＥＦ０による試み 
 
 プロセスに関して記述を行った既往研究の中で、ＩＤＥＦ０の手法を用いて【文献 13】「資材

揚重及びスケジューリングシステム」を用いて記述を行って見た。(図 3-4)26 
 

 
図 3-4．ＩＤＥＦ０による【文献 13】の記述 

 
 記述の結果、情報に関してはどんな情報が入力され、加工後に出力される情報が何なのか、そ

の後にどういったプロセスで流通されるのかに関して把握することが出来た。また、情報の入力

や加工に関わる主体に関しても把握することができた。 
 しかし、適用されているＩＴツールが一体何処で使われているのか？現場であるのか？事務所

26 揚重スケジューリングシステムの開発、森田真弘他 3 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建

築学会、ｐ319~326、1992 
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であるのかに関してや、一体いつどの段階で使われるのか？工事計画時であるのか？或いは施工

実施時であるのか、などについて正確に把握することは困難であった。 
 
3.4.2 記述手法提案の試み 1 

 
 記述手法提案の試み 1 は、IT ツールの適用前の施工管理業務の流れと適用後の流れを表現し、

比較検討することで施工管理業務の変化を把握しツール適用のインパクトを評価しようとする

試みである。この記述手法は、IT ツールより業務に重点を置いた記述手法である。 

 

図 3-5．提案１テンプレート図 
 
まず、図 3-5 で施工管理業務の流れとツールの適用についてどのように表現するか解説を行う。

横軸は業務の流れを表し、縦軸には場所と関係者、そして特異事項について記述する。特異事項

とは、IT ツール適用前の問題や適用時の意図、適用後の課題などである。その他にも、何らかの

イベントやツールの適用範囲に関して記述する。 
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 記述手法提案の試み 1 が、施工管理業務における IT ツール適用効果に関して明確に記述でき

ているか、その効用を確かめるために【文献４】「作業所に於けるパソコン入出力方法の改善(ハ
ンディーターミナルを利用した室内仕上げチェックシステム)」を用いて記述を行った。27 
 

 
図 3-6．記述手法提案の試み 1 による【文献４】の記述 

  
図 3-6 は、【文献 4】の IT ツールである、ハンディーターミナルを利用した室内仕上げチェッ

クシステムを適用する前の状態と適用後の状態に関して記述した図である。 
まず、適用前の業務に関してみると、現場で野帳に欠陥を記入し、事務所で協力会社別に分類

後、修正作業指示書を発行する業務の流れについて明確に確認することができる。そして、誰が、

どこで、どのような業務を行うかも明確に確認することや各々の業務が手作業であることもわか

る。そして、問題のある業務に関する内容も特異事項として記述されているから、なにが問題な

のか明確に把握することができる。【文献 4】の適用前は、検査結果を野帳に記入後、修正作業指

示書を作成するときに、再度検査結果を記入するという二度記入手間が起こるほか、協力会社別

に分類を行うとき、担当者の手作業で行うためにミスが起こることなどが確認できる。 
 
適用後の業務に関しては、パソコンとハンディーターミナルが担当する業務について確認でき

るほか、適用前と比べることで何が変わったのかも把握できる。それにより、新たにバーコード

ブック作成やバーコードブックを利用するなど追加された業務によって現れる問題に関しても

記述できる。 
 

 この記述手法は施工管理業務と情報の流れに関しては明確に把握できるが、実際の作業である

施工実施業務に対しては記述表現できていない。IT ツールの適用は施工管理業務と情報プロセス

だけにインパクトを与えるのではなく、実際の現場で行われる施工実施業務にもなんらかのイン

パクト与える。 
 
 

27 作業所に於けるパソコン入出力方法の改善、日下哲他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本

建築学会、ｐ209~212、1988 
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3.4.3 記述手法提案の試み 2 
 
 記述手法提案の試み 2(図 3-7)は、IT ツールが適用された施工管理・実施プロセスを大きく三

つのレイヤーに分けで捉えた。その三つは①管理プロセス、②情報プロセス、③実作業プロセス

である。三つのレイヤーに加えて、関係主体とプロセスが行われるフェーズを表した。主に記述

される内容としては、単位活動やアクション、情報プロセスに関わる業務や活動管理業務ユニッ

ト、デジタル化されたデータや情報、アナログデータや情報、プロセスの流れ、アナログの情報

や媒体の流れ、デジタル情報や媒体の流れ、そしてインターフェース事項(ツールや媒体)などで

ある。 
 

 

図 3-7．記述手法提案の試み 228 
 
 この記述手法の特徴として、管理業務の流れとそれに関わる情報の流れや実作業の流れも表す

ことができる。それに加えて、情報の特徴や内容、媒体に特徴など様々な事柄に関して全部表現

しようと試みた。 
しかし、あまりにも多い事柄を表現しようとし、管理プロセスや情報プロセス、実作業のプロ

セスを表現した大きさと同じくらいの追加記号や追加説明が記述され、情報負荷状態になった。

また、一体 IT ツールが何処に適用され誰が使うか明確に示すことが出来なかった。 
 

28 建設現場における労務管理システム、小森一宇他 1 名、第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築

学会、ｐ133~136、1986 
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３．５ 施工管理・実施プロセスにおける IT ツール適用に関する記述手法の提案 
 
 3.4 で試みた内容を基に、本項では施工管理・実施プロセスにおける IT 適用に関する記述手法

に関して提案を行う。 
 

3.5.1 提案する記述手法の三つの観点 
 
 本研究で提案する記述手法は、施工管理・実施プロセスにおける IT 適用に関する記述手法で

ある。言葉にも表れているが、施工管理プロセスの観点と施工実施プロセスの観点、そして情報

プロセスの観点である。 
 各観点に関して全て表して記述するために、下図(図 3-8)のように考えた。管理プロセスと実作

業プロセス(施工実施プロセス)が同時にパラレルに存在し、その間を情報が流通している。 
 

 
図 3-8．【施工管理・実施プロセスにおける IT 適用の記述手法】の３観点 

 
このように記述することで、施工管理・実施プロセスにおいて IT ツールが適用されたとき、情

報プロセスのインパクトはもちろん、施工管理側のインパクトと実作業側のインパクトまで把握

できる。 
 
 
3.5.2 記述手法の概要 

 
 本研究で提案する記述手法の概要について説明を行う。(図 3-9) 
 上下に大きな項目として管理プロセスと実作業プロセスで分ける。その次の項目は、分類とし

て管理プロセスや実作業プロセスで活動やアクティビティ或いは何らかの行為を行う団体を表

す。例えば、作業所外部、ゼネコン、サブコンなどである。次は主体の項目である。主体は、活

動や行為を行う主体である。先ほどの分類の枝と考えて頂きたい。例えば、ゼネコン作業所員や

サブコン職長、サブコン作業員、オペレータなどがこの主体の項目に当てはまる。他の項目とし
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てツール・設備・場所がある。適用された IT ツールの名称、或いは機械系設備(揚重機やタワー

クレーン等)、場所を記述する。場所の項目がある理由は、例えば、ゼネコン作業所員が作業事務

所でなく、実際現場に出て情報を入力することがある場合に、その状況を把握するためである。

最後の項目としてフェーズ(段階)がある。行われるプロセスや IT ツールが適用されたフェーズを

把握するためである。このフェーズは大きく工事計画(以後、計画)のフェーズ、事前準備のフェー

ズ、施工実施のフェーズの三つに分ける。 
 

 

図 3-9．提案した記述手法の概要 29 
 
計画のフェーズは、施工実施する前に行う工事計画に関わる業務が位置する部分である。例え

ば、揚重予約業務や揚重計画業務などがこのフェーズである。事前準備のフェーズは、施工実施

するときに行う情報に関する業務を事前に準備する業務が位置する部分である。例えば、IC カー

ドの作成・配布やバーコードブックの作成等がこのフェーズである。 
 
 
 
 

29建設現場における労務管理システム、小森一宇他 1 名、第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学

会、ｐ133~136、1986 
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3.5.3 記述手法の記号説明 
 
次に提案した記述手法の記号に関して説明を行う。(図 3-10) 

 入出力の記号は情報が管理プロセス或いは実作業プロセスが情報プロセスと繋がる部分であ

り、関係するアクティビティとして主に、入力や確認、IT ツールの使用などがこの記号に当ては

まる。ストアの記号は、情報ツールが担当するレイヤーに出る記号であり、主に管理プロセスや

実作業プロセスから情報が入力され貯蔵される機能である。他の IT ツールからデジタルに情報

が伝達され貯蔵される場合もある。 
 

 
図 3-10．提案した記述手法の記号説明 30 

 
赤色の加工記号は、IT ツールによって情報が加工される機能である。主に、集計や分析がこの

記号で記述される。行為の記号は、管理プロセス或いは実作業プロセスにおいて IT ツールと直

接関係ないアクティビティを表す。主に、入場や作業、退場などのアクティビティが記述される。

青色の加工記号は、IT ツールによる情報の加工ではなく、人による情報の加工を表す記号である。

主に、分析が記述される。黒色で特定範囲が編みかかっている部分は、IT ツール或いは機械系設

30作業所に於けるパソコン入出力方法の改善、日下哲他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建

築学会、ｐ209~212、1988 
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備が適用されている範囲を表している。 
 青色の実線は IT ツールと関係ない管理プロセスや実作業プロセスの流れを表し情報の世界で

はなく実空間でおこるプロセスを表している。赤色の実線は情報プロセスの流れであり、仮想空

間での情報の流れである。赤色の点線は、管理プロセスや実作業プロセスと情報プロセスの間の

流れであり、情報の入出力に該当する流れである。 
 以上の観点と軸・記号を用いて、施工管理・実施プロセスにおける IT ツール適用に関して記述

することで、下記のことを把握することが出来る。 
 
①各フェーズで誰がどのような管理行為或いは実作業行為を行っているか把握できる。 
②IT ツールやツールに関わる機械系設備を誰が使用・保有しているか把握できる。 
③だれが或いは何が、データや情報の入出力に関わるのか把握できる。 
④情報ツールや設備が使用されるフェーズを把握できる 
⑤情報ツールや設備間のデータ・情報の流通が把握できる 

 
３．６ 結言 
 
 本章では、2 章で行った施工管理・実施業務における IT 適用文献調査と関係実務者へのヒアリ

ング調査結果を基にして、3.2 で、IT 適用インパクトに関して主に、どのような評価視点である

のかについて明らかにした後、IT ツール適用インパクトを把握できる記述手法に関して考察を行

った。その次にプロセスの記述に関する既往研究として、IDEF0 と片山氏による IT を適用した

ビジネスプロセスのリードタイムの記述モデルに関して調査を行った。 
 この内容を基に、施工管理・実施プロセスにおける IT ツール適用を把握できる記述手法を提

案するため、これまで行ってきた記述手法提案の試行に関して、その記述手法の概要と不足して

いる問題点に関して示した。 
 その試行錯誤の末、最終的な記述手法を提案し記述手法の観点と概要、記号の説明などについ

て明示した。 
 この記述手法を用いて 4 章では、2 章で調査した施工管理・実施業務における IT 適用文献を対

象に記述し、本研究で提案した記述手法で誠に施工管理・実施プロセスにおける IT 適用につい

て表現できるのか確認する。 
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４．IT ツール適用事例の記述による有効性確認 

４．１ 緒言 
４．２ 提案した記述手法による IT ツール適用事例の記述 
４．３ 結言 
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４．１ 緒言 
 
 3 章では、施工管理・実施業務における IT 適用文献調査と関係実務者へのヒアリング調査を基

にして、IT ツール適用インパクトに関してどのような評価観点を考慮しないといけないのかにつ

いて捉えた後、IT ツール適用インパクトを把握できる記述手法に関して、どのような事柄を考え、

記述表現することが望ましいか明らかにした。その後、IDEF0 や片山氏による IT を適用したビ

ジネスプロセスのリードタイムの記述モデルなどの既往研究を調査し、プロセスの記述に関する

方法について基礎的に把握することができた。上述の内容を基に、施工管理・実施プロセスにお

ける IT 適用に関して把握できる記述手法を提案するための過程として、様々な試行錯誤を行い、

その内容と不足である部分について明示した後、施工管理・実施プロセスにおける IT ツール適

用について明確に表現できる記述手法の提案を行った。 
 本章では、提案した記述手法を用いて、2 章で行った IT 適用文献調査の事例群を対象として実

際記述表現し、当初提案した目論見通りの観点について正確に表すことが可能であるのか確認を

行う。 
 そして、文献調査時に明らかに示している IT ツール適用の効果や問題点に関して確認を行い

ながら、次章(5 章)で行う IT ツール適用のインパクト把握と適用タイプに基くインパクト分析を

実施する準備作業を行う。 
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４．２ 提案した記述手法による IT ツール適用事例の記述 
 
 2 章では全部で 20 文献に関して調査を行ったが、ある文献には 2 つの IT 適用事例に関して記

述されている場合があった。その理由からして本章では以下の表にある計 22 の事例に関して記

述表現を行った。 
 
 

事例

番号 

発表

時期 
適用システム 発表団体 

1 1985 クレーン衝突防止システム フジタ工業 

2 1986 スリップフォーム精度管理システム及びコンクリート若令強度管理システム 大林組 

3 1986 労務管理システム(作業員台帳システム＋入退場管理システム) 鹿島建設 

4 1988 ハンディーターミナルを用いた室内仕上げ管理システム 竹中工務店 

5 1988 バーコードシステムによる仕上げ管理システム フジタ工業 

6 1988 資材搬入計画システム 清水建設 

7 1988 揚重予約・実績管理システム(現場員入力用) 竹中工務店 

8 1988 汎用型 ID カード就労管理システム 竹中工務店 

9 1989 仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ) 竹中工務店 

10 1990 タワークレーンスケジュール管理システム 鹿島建設 

11 1990 揚重管理システム(仕上げ工事進捗管理) 鹿島建設 

12 1990 仕上げ工事進捗管理システム 清水建設 

13-1 1990 揚重予約調整・実績管理システム(業者入力用) 竹中工務店 

13-2 1990 揚重スケジューリングシステム 竹中工務店 

14 1992 パームトップ型コンピュータ利用による仕上げ工事チェックシステム 竹中工務店 

15 1994 機材使用状況把握システム 鹿島建設 

16 1995 携帯端末を利用した現場管理システム 清水建設 

17 1995 資材搬入管理及び建方計画管理システム 大林組 

18 1996 仕上げ材搬送管理システム 大林組 

19 1996 揚重管理システム 東急建設 

20-1 1997 物流計画管理システム(揚重計画管理システム＋施工データ管理システム) 大成建設 

20-2 1997 物流計画管理システム(搬出入管理システム) 大成建設 

表 4-1．施工実施・管理プロセスにおける IT ツール適用事例表 
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【事例 1】クレーン衝突防止システム 31 
 
  事例 1 に関して記述すると、図 4-1 のように記述することができる。 

 
図 4-1．提案記述手法による【事例 1】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とクレーンオペレ

ータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、衝突防止システムとクレーン＆

収集センサーについて明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で施工フェーズに関係していることが明

確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 

31工事管理に於けるパーソナルコンピュータの活用、山下純一他 3 名、第 1 回建築生産と管理技術シンポジウ

ム、日本建築学会、ｐ93~96、1985 
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【事例 2】スリップフォーム精度管理及びコンクリート若令強度管理システム 32 
 
  事例 2 に関して記述すると、図 4-2 のように記述することができる。 

 
図 4-2．提案記述手法による【事例 2】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とスリップフォー

ムオペレータ、作業員が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、精度管理システム、コンクリー

ト若令郷土管理システム、スリップフォーム装置＆計測器が明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 

32 スリップフォーム工法現場における精度管理等を支援するパーソナルコンピュータの利用、堤和敏他 1 名、

第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、ｐ113~116、1986 
83 

 

                                                   



【事例 3】労務管理システム(作業員台帳システム＋入退場管理システム)33 
 
  事例 3 に関して記述すると、図 4-3 のように記述することができる。 

 
図 4-3．提案記述手法による【事例 3】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、関係省庁、ゼネコン本部、ゼネコン作

業所員、サブコン職長とサブコン作業員が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、作業員台帳システム、入退場管理システムにつ

いて明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 

33建設現場における労務管理システム、小森一宇他 1 名、第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学

会、ｐ133~136、1986 
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【事例 4】ハンディーターミナルを用いた室内仕上げ管理システム 34 
 
  事例 4 に関して記述すると、図 4-4 のように記述することができる。 

 
図 4-4．提案記述手法による【事例 4】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、室内仕上管理システムと室内仕上検査システム

について明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備のフェーズと施工フェーズに

関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 
 

34作業所に於けるパソコン入出力方法の改善、日下哲他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建

築学会、ｐ209~212、1988 
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【事例 5】バーコードシステムによる仕上げ管理システム 35 
 
  事例 5 に関して記述すると、図 4-5 のように記述することができる。 

 
図 4-5．提案記述手法による【事例 5】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

先行作業サブコン作業員、後続作業サブコン作業員が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、仕上管理システム、出来高収集システムと IT ツ

ール使用場所である検査現場について明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 

35 バーコードシステムによる仕上げ管理システムの開発、鶴家健他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジ

ウム、日本建築学会、ｐ213~218、1988 
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【事例 6】資材搬入計画システム 36 
 
  事例 6 に関して記述すると、図 4-6 のように記述することができる。 

 
図 4-6．提案記述手法による【事例 6】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、各資材メーカーとゼネコン作業所員

が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、資材搬入計画システムと場所であるストックヤ

ード或いは現場について明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズに関係していることが明

確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 
 

36資材搬送システムの開発(第一報)－資材搬入計画システム－、小畑政雄他 3 名、第 4 回建築生産と管理技術シ

ンポジウム、日本建築学会、ｐ245~248、1988 
87 

 

                                                   



【事例 7】揚重予約・実績管理システム(現場員入力用)37 
 
  事例 7 に関して記述すると、図 4-7 のように記述することができる。 

 
図 4-7．提案記述手法による【事例 7】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員、揚重リフトオペレータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、揚重予約管理システム、揚重実

績管理システム、揚重リフト装置＆揚重実績収集システムについて明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズと事前準備フェーズ、施

工フェーズに関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 

37揚重予約・実績管理システムの開発、森田真弘他 4 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学

会、ｐ249~252、1988 
88 

 

                                                   



【事例 8】汎用型 ID カード就労管理システム 38 
 
  事例 8 に関して記述すると、図 4-8 のように記述することができる。 

 
図 4-8．提案記述手法による【事例 8】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員、カード発行専属員、ガードマンが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、就労管理システムについて明確に記述表現でき

た。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 
 
 

38汎用型 ID カード労務管理システムの開発と実施－作業所に於ける実際の運用結果の報告－、渡守武晃他 4
名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ261~264、1988 
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【事例 9】仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ)39 
 
  事例 9 に関して記述すると、図 4-9 のように記述することができる。 

 
図 4-9．提案記述手法による【事例 9】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン本社、ゼネコン作業所員と

サブコン職長、サブコン作業員が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、仕上管理システム、出来高収集システムと使用

場所である検査現場について明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 

39仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ)の開発と運用、遠藤嘉之他 1 名、第 5 回建築生産と管理技術シ

ンポジウム、日本建築学会、ｐ193~196、1989 
90 

 

                                                   



【事例 10】タワークレーンスケジュール管理システム 40 
 
  事例 10 に関して記述すると、図 4-10 のように記述することができる。 

 
図 4-10．提案記述手法による【事例 10】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

クレーンオペレータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、タワークレーンスケジュール管

理システム、タワークレーン総合監視システム、タワークレーン&計測器について明確に記述表

現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズと施工フェーズに関係し

ていることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 

40 タワークレーンスケジュール管理システムの開発、魚住敏和他 3 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウ

ム、日本建築学会、ｐ61~66、1990 
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【事例 11】揚重管理システム(仕上げ工事進捗管理)41 
 
  事例 11 に関して記述すると、図 4-11 のように記述することができる。 

 
図 4-11．提案記述手法による【事例 11】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とクレーン管理者、

クレーンオペレータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、揚重管理システムと揚重リフト

装置＆計測器について明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 

41揚重管理システムの開発、津々楽常男他 2 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ

91~96、1990 
92 

 

                                                   



【事例 12】仕上げ工事進捗管理システム 42 
 
  事例 12 に関して記述すると、図 4-12 のように記述することができる。 

 
図 4-12．提案記述手法による【事例 12】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン作業員

が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、進捗(品質)管理システムと実績収集システムに

ついて明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズと事前準備フェーズ、施

工フェーズに関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 

42進捗管理システムの開発と運用、山崎雄介他 2 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、

ｐ139~144、1990 
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【事例 13-1】揚重予約調整・実績管理システム(業者入力用)43 
 
  事例 13-1 に関して記述すると、図 4-13 のように記述することができる。 

 
図 4-13．提案記述手法による【事例 13-1】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員、揚重リフト装置オペレータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、実績データ分析システム、揚重

予約調整システム、揚重リフト装置＆実績把握システムについて明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズ、事前準備フェーズと施

工フェーズに関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 

43資材揚重及びスケジューリングシステムの開発、森田真弘他 3 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、

日本建築学会、ｐ319~326、1992 
94 

 

                                                   



【事例 13-2】揚重スケジューリングシステム 44 
 
  事例 13-2 に関して記述すると、図 4-14 のように記述することができる。 

 
図 4-14．提案記述手法による【事例 13-2】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員、揚重リフト装置オペレータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、実績データ分析システム、揚重

予スケジューリングシステム、揚重リフト装置＆実績把握システムについて明確に記述表現でき

た。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズ、事前準備フェーズと施

工フェーズに関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。。 
 
 

44資材揚重及びスケジューリングシステムの開発、森田真弘他 3 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、

日本建築学会、ｐ319~326、1992 
95 

 

                                                   



【事例 14】パームトップ型コンピュータ利用による仕上げ工事チェックシステム 45 
 
  事例 14 に関して記述すると、図 4-15 のように記述することができる。 

 
図 4-15．提案記述手法による【事例 14】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、仕上工事チェックシステムについて明確に記述

表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 
 

45 パームトップ型コンピュータ利用による仕上工事チェックシステムの開発、森康久他 1 名、第 8 回建築生産

と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ327~332，1992 
96 

 

                                                   



【事例 15】機材使用状況把握システム 46 
 
  事例 15 に関して記述すると、図 4-16 のように記述することができる。 

 
図 4-16．提案記述手法による【事例 15】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員と機材・施設使用

者が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、機材使用状況把握システムについて明確に記述

表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 
 
 

46 OA 化による現場日常管理システムの実装とその効果、半谷信彦他 2 名、第 10 回建築生産と管理技術シンポ

ジウム、日本建築学会、ｐ457~464，1994 
97 

 

                                                   



【事例 16】携帯端末を利用した現場管理システム 47 
 
  事例 16 に関して記述すると、図 4-17 のように記述することができる。 

 
図 4-17．提案記述手法による【事例 16】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、現場管理システムと現場情報収集システムにつ

いて明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で事前準備フェーズと施工フェーズに関

係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 

47施工現場における情報管理と携帯端末の役割、平林裕治他 1 名、第 11 回建築生産と管理技術シンポジウム、

日本建築学会、ｐ231~236、1995 
98 

 

                                                   



【事例 17】資材搬入管理及び建方計画管理システム 48 
 
  事例 17 に関して記述すると、図 4-18 のように記述することができる。 

 
図 4-18．提案記述手法による【事例 17】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、各資材メーカ、ゼネコン作業所員と

サブコン建方管理者、サブコン搬入管理者、サブコン作業員が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、工事計画(部材作業計画)システム、工事管理(部
材・建方管理)システム、実績収集システムについて明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズ、事前準備フェーズ、施

工フェーズに関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 

48資材搬入管理及び建方計画管理システムの開発(その 1)、松並孝明他 4 名、第 11 回建築生産と管理技術シンポ

ジウム、日本建築学会、ｐ251~256、1995 
99 

 

                                                   



【事例 18】仕上げ材搬送管理システム 49 
 
  事例 18 に関して記述すると、図 4-19 のように記述することができる。 

 
図 4-19．提案記述手法による【事例 18】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

搬送司令室オペレータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、揚重予約調整システム、揚重稼

動計測管理システム、揚重機＆計測器について明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズ、施工フェーズに関係し

ていることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 
 

49超高層ビルにおける仕上材搬送管理、吉野恭司他 4 名、第 12 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築

学会、ｐ225~232、1996 
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【事例 19】揚重管理システム 50 
 
  事例 19 に関して記述すると、図 4-20 のように記述することができる。 

 
図 4-20．提案記述手法による【事例 19】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員、揚重リフトオペレータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、揚重実績管理システム、揚重予

約調整システム、揚重リフト装置＆実績把握システムについて明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズ、事前準備フェーズと施

工フェーズに関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 

50揚重管理システムの開発－パーソナルコンピュータを利用した資材揚重管理－、山本伸雄他 5 名、第 12 回建

築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ233~238、1996 
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【事例 20-1】物流計画管理システム(揚重計画管理システム＋施工データ管理システム)51 
 
  事例 20-1 に関して記述すると、図 4-21 のように記述することができる。 

 
図 4-21．提案記述手法による【事例 20-1】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

サブコン作業員、揚重リフト装置オペレータが明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールと機械系ツールである、計画実績対比分析ソフト、実績

データ管理システム、揚重計画管理システム、揚重リフト装置＆施工データ収集システムについ

て明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズと事前準備フェーズ、施

工フェーズに関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 

51建設作業所における物流計画管理システムの構築－ロジスティクス一貫システムの開発－、竹尾健一他 1 名、

第 13 回建築生産シンポジウム、日本建築学会、ｐ197~204、1997 
102 

 

                                                   



【事例 20-2】物流計画管理システム(搬出入管理システム)52 
 
  事例 20-2 に関して記述すると、図 4-22 のように記述することができる。 

 
図 4-22．提案記述手法による【事例 20-2】の記述表現 

 
 ①プロセス観点の表現 
 記述手法で意図している管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスに関して明確に記述表

現できた。 
 ②主体 
 記述手法で意図している IT ツールに関わる主体である、ゼネコン作業所員とサブコン職長、

ゲート警備員、車両運転手が明確に記述表現できた。 
 ③ツール・機械系設備・場所 
 記述手法で意図している情報系ツールである、搬出入調整システムと車両入退場管理システム

について明確に記述表現できた。 
 ④フェーズ 
 記述手法で意図している施工管理・実施プロセスの中で計画フェーズ、事前準備フェーズ、施

工フェーズに関係していることが明確に記述表現できた。 
 ⑤記号 
 記述手法で意図している、アクティビティや情報のプロセシングに関して明確に記述表現する

ことができた。 
 
 
 
 
 

52建設作業所における物流計画管理システムの構築－ロジスティクス一貫システムの開発－、竹尾健一他 1 名、

第 13 回建築生産シンポジウム、日本建築学会、ｐ197~204、1997 
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４．３ 結言 
 
 本章では、3 章で提案した記述手法を用いて、2 章で行った IT 適用文献調査の事例群を対象と

して実際記述表現し、当初提案した目論見通りの観点について明確に表すことが可能であるのか

に関して確認を行った。 
 全 22 事例を記述表現し、まず本研究で施工・実施プロセスを捉える観点である管理プロセス、

実作業プロセス、情報プロセスの三つのプロセス観点について表現できているか確認を行った。

22 事例を記述した結果、全てにおいて管理プロセス、実作業プロセス、情報プロセスを記述する

ことが出来た。次に IT ツール適用に関わる組織に関して分類記述を行った。その結果、全ての事

例において作業所外部組織、ゼネコン、サブコンなどに分けて記述できることが確認されたほか、

各組織において直接 IT ツール適用に関わる、ゼネコン作業所員、サブコン職長、サブコン作業

員、オペレータなどの主体に関しても記述できることが確認された。 
提案された記述手法では、情報系ツールや機械系ツールに関しても記述できるような仕組みで

ある。22 事例に関して記述表現した結果、全事例で記述できることが確認された。また、施工管

理・実施プロセスの中で IT ツールが適用されたフェーズを計画フェーズ、事前準備フェーズ、施

工フェーズにわけ記述表現できることが確認された。 
最後に、22 事例を記述表現してみることで、記号で表している、アクティビティやアクティビ

ティのフロー、情報の内容、情報のフロー、ツールが担う機能などに関して記述できることが確

認された。 
上述の結果を踏まえ、5 章では、4 章で記述された事例を基に、施工管理・実施プロセスにおけ

る IT 適用が一体どのようなインパクトを与えたのかに関して、様々な観点から捉え分析を行い、

今後、IT ツール適用を試みる場合、どのような事柄を考慮するべきなのかに関して明らかにする。 
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５．IT ツール適用形態によるタイプ導出とインパクト分析 

５．１ 緒言 
５．２ IT ツール適用インパクトの取り扱いと把握 
５．３ IT ツール適用の特徴による適用タイプの抽出 
５．４ IT ツール適用タイプに基いたインパクト分析 

 ５．５ ネガティブ・インパクトの改善に関する時系列分析 
 ５．６ IT ツール適用におけるインパクト分析のまとめ 
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５．１ 緒言 
 
 ４章では、施工管理・実施プロセスにおいて各々のＩＴツールが一体どのように適用されたの

かに関して、正確に把握することができた。 
 本章では、ＩＴツール適用によるインパクトに関して以下の手順により分析を行い、施工管理・

実施プロセスにおけるＩＴツール適用によるインパクト特徴の傾向について明らかにする。 
 
①記述手法を用いて表現することで、インパクトに関しても正確(どのフェーズ、誰に、どのよ

うな)に把握できることを示す。 
 ②４章で記述した事例群をＩＴツール適用形態の特徴(ツールの種類、関係主体、適用フェーズ)
で分け、ＩＴ適用タイプを抽出する。 
 ③各タイプの特徴及びタイプ間の相違を検討することにより、ＩＴツール適用の特徴によるイ

ンパクトの特性を把握する。 
 ④ネガティブ・インパクトが如何に改善されたのかについて、時系列的に分析を行う。 
 ⑤分析結果をまとめＩＴツール適用によるインパクト特徴の傾向を明らかにする。 
 

 
図 5-1．既往ＩＴ適用事例の分析・考察の手順 

 
５．２ IT ツール適用インパクトの取り扱いと把握 

 
 5.2.1 ポジティブ・インパクトとネガティブ・インパクト 
 
 ＩＴツール適用によるインパクトは、２章で行った文献調査とヒアリング調査から把握するこ

とを前提とする。２章でＩＴツール適用文献を調査する際に、各々の特徴を調査しながら、ＩＴ

ツール適用によるインパクトに関しても一部把握することが可能であった。 
例えば【文献７】の揚重予約・実績管理システムにおける調査では、揚重予定の作成や調整に

省力化を発揮していると評価している他、実績データの収集による予約時間の算出や揚重予約時

間の適正化に役立つと評価している。この内容により、ＩＴツール適用によるインパクトは、計

画フェーズである揚重予約・調整業務における手作業による手間を省くインパクトがあると扱う

ことが出来る。また、施工フェーズである揚重実績収集業務においても、手作業で行っていた実
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績情報の収集と集計をＩＴツールにより省力化したインパクトがあると扱うことができる。 
 ヒアリング調査からも、ＩＴツール適用によるインパクトに関して同様に扱うことができる。 
 例えば【ヒアリング調査 4-2】からは揚重クレーン衝突防止システムにおいて、当時はセンサ

ー等を会社や社員独自で作って付けていたため、準備等に非常に手間があり、非常に規模が大き

い現場などのモデル現場のサポートにしか使えなかったと評価を行っている。この内容により、

事前準備フェーズにおいて実績情報収集の準備手間のインパクトがあると扱うことができる。 
 

 

図 5-2．文献調査とヒアリング調査からのインパクト把握 
 
 文献調査とヒアリング調査からインパクトを把握する際に、ポジティブ・インパクトとネガテ

ィブ・インパクトを把握することができた。 
文献やヒアリング調査の関係者がＩＴツール適用に関するインパクトに関して評価を行った

際に、ＩＴツールの適用が施工管理・実施プロセスへ肯定的な影響を与え、今後のＩＴツール適

用を促進すると思われるインパクトをポジティブ・インパクトと捉えることができる。 
しかし一方では、ＩＴツールの適用が施工管理・実施プロセスへ否定的な影響を与え、今後の

ＩＴツール適用を阻害すると思われるインパクトをネガティブ・インパクトと捉えることができ

る。 
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 5.2.2 記述手法へのインパクト記述とインパクトの類推 
 
 上記のように把握できたインパクトを 3 章で提案した記述手法へ記述を行う際に、文献調査や

ヒアリング調査では把握できなかったインパクト内容に関して、新たに類推することが可能であ

る。 
 例えば【文献７】を記述表現した【事例７】では、文献調査とヒアリング調査から計画フェー

ズでのインパクトと施工フェーズでのインパクトに関して把握することができた。しかし記述表

現してみると、計画フェーズにおいてゼネコン作業員による揚重予約管理システムへの協力会社

の予約情報の入力手間のネガティブ・インパクトが類推できる。また、事前準備フェーズにおけ

るオペレータのＩＣカード作成手間のネガティブ・インパクト、施工フェーズにおけるオペレー

タの業者別ＩＣカード使用手間のネガティブ・インパクトに関しても類推できる。 
 

 
図 5-3．記述手法へのインパクト記述とインパクトの類推 

 
 以上の記述表現により、各々の事例におけるＩＴツール適用によるインパクトに関して正確に

把握することができる。インパクトが誰に、どのフェーズで、どのツールに現れるか把握でき、

そしてその内容は何なのかについても正確に把握できる。 
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 5.2.3 各事例におけるインパクト記述と把握 
 
 上記の方法を用いて、各事例におけるインパクトの記述とその把握を行った。以下は【事例２】

に関するインパクト把握の結果である。他の事例に関するインパクト把握結果は本文の添付資料

２として本論文の後尾に掲載する。 
 
 
【事例 2】スリップフォーム工法における精度管理とコンクリート若令強度管理システム 53 
 

 
図 5-4．【事例 2】におけるインパクト記述と把握 

 
 【事例 2】では文献調査とヒアリング調査から施工フェーズにおいて、ＩＴツール適用により

実績データ収集業務が自動行われオペレータにポジティブ・インパクトが出ることが確認された。

しかし記述手法による表現で、事前準備フェーズでオペレータが基本情報作成のための入力手間

が出ることが確認できる。また、施工フェーズにおいてゼネコン側との情報共有の課題に関して

も確認することができる。 
 
 
 
 
 

53 スリップフォーム工法現場における精度管理等を支援するパーソナルコンピュータの利用、堤和敏他 1 名、

第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、ｐ113~116、1986 
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５．３ ＩＴツール適用の特徴による適用タイプの抽出 
 
 IT ツールは情報を扱う道具であり、その適用形態が類似すると共通するインパクト特徴が現れ

ると考えることができる。そこで、４章で記述表現を行った IT ツール適用事例を基に、以下の観

点から IT ツール適用タイプの抽出を行いタイプの特徴について明示する。 
 1)観点軸１：情報ツール種類(情報系 IT ツール、機械系 IT ツール) 

2)観点軸２：適用フェーズ(計画、事前準備、施工) 
3)観点軸３：関係主体(外部、ゼネコン、オペレータ、サブコン) 

 
図 5-5．ＩＴツール適用タイプの抽出軸 

 5.3.1 適用ＩＴツールによるタイプ抽出 
 
 IT ツールは、揚重リフトやタワークレーン、スライド式スリップフォームなどの直接現場で作

業を伴う機械系設備の情報を扱うものもあれば、機械系設備とは関係なく施工現場の状態や計画

情報などを扱うものがある。そこで、以下のようにタイプを抽出することができる。 
①情報系ＩＴツール：管理プロセスで使われ、計画情報や施工現場情報を扱うＩＴツール 

 ②機械系ＩＴツール：作業実施プロセスで使われ、直接作業を実施しながら機械系設備の作業

実績情報を扱うＩＴツールであるが、情報系ＩＴツールと連動して適用される。 
 この分類により、施工管理・実施プロセスにおいてどんなツールを適用し、どのような情報を

扱うか把握することができる。 
 
5.3.2 関係主体によるタイプ抽出 

 
IT ツールは施工管理・実施プロセスの中で誰が使用・実行するかによって、その適用効果やイ

ンパクトの対象が違うと思われる。例えば【事例４】54では、ゼネコンの作業所員だけがＩＴツ

ールの使用又は実行に関係し施工管理・実施プロセスが行われているが、【事例 13-１】55ではゼ

54作業所に於けるパソコン入出力方法の改善、日下哲他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建

築学会、ｐ209~212、1988 
55資材揚重及びスケジューリングシステムの開発、森田真弘他 3 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、
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ネコンの作業所員の他にサブコンの職長や揚重リフトのオペレータもＩＴツールの使用や実行

に関わっていることを確認できる。この場合、ＩＴツールの適用によるインパクトが誰にあるの

か？施工管理側であるゼネコンだけにあるのか？或いは施工実施側であるサブコンやオペレー

タにも影響があるのか？等について正確に把握する必要がある。 
 上述の観点軸からタイプの抽出時に、以下のように関係主体を分類することができる。 
 ①外部：作業所外部に位置し、作業所の施工管理プロセスに協力する関係主体 
 ②ゼネコン：作業所内に位置し、主に施工管理プロセスに関わる関係主体 
 ③サブコン：作業所内に位置し、主に施工実施プロセスに関わるが、情報の入力等の施工管理

プロセスにも関わる関係主体 
 ④オペレータ：作業所内に位置し、主に施工実施プロセスに関わるが、自主管理として施工管

理プロセス全般も担う場合がある関係主体 
 このように関係主体を明示することで、ＩＴツールの使用や実行に関係する主体に対して、誰

がポジティブ・インパクトやネガティブ・インパクトの対象であるのかを把握し、ＩＴツール適

用におけるインパクトの特徴を明らかにすることができる。 

 
図 5-6．適用ＩＴツールによるタイプ抽出 

 
図 5-7．適用ＩＴツールの関係主体によるタイプ抽出 

 
 

日本建築学会、ｐ319~326、1992 
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 5.3.3 ＩＴツール適用フェーズによるタイプ抽出 
 
 IT ツールは施工管理・実施プロセスの中で適用されるものであるため、いつ、どのフェーズで、

どういった業務に適用されるかによって、その適用効果やインパクトが違うと思われる。 
 
 例えば【事例８】56では、事前準備フェーズで基本情報作成業務と施工情報収集準備業務、施

工フェーズで実績情報収集業務と収集情報の加工業務に適用されている。しかし【事例 17】では、

計画フェーズで基本情報作成業務と計画作成・調整業務、事前準備フェーズで施工情報収集準備

業務、施工フェーズで実績情報収集業務と収集情報の加工業務に適用されていることが確認でき

る。この場合、ＩＴツール適用のフェーズにより、インパクトがどのフェーズのどの業務に影響

があるのか？等について正確に把握することが必要である。 
 このような観点軸からタイプの抽出時に、以下のようにＩＴ適用フェーズを分類することがで

きる。 
 ①計画フェーズ：施工実施する前に行う工事計画に関わるフェーズ 
   例示)揚重予約業務、揚重計画業務 等 
 ②事前準備フェーズ：施工フェーズの情報収集業務の準備に関わるフェーズ 
   例示)ＩＣカード作成や配布、バーコードブック作成 等 
 ③施工フェーズ：実際の生産業務が行われながら情報収集や加工に関わるフェーズ 
   例示)実績データ収集、収集データの加工 等 
 

 
図 5-8．ＩＴ適用フェーズによるタイプ抽出 

 
 

56汎用型 ID カード労務管理システムの開発と実施－作業所に於ける実際の運用結果の報告－、渡守武晃他 4
名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ261~264、1988 
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 5.3.4 ＩＴツール適用の特徴による適用タイプの抽出 
 
 上記の三つの観点軸から、4 章で記述表現した全事例に対してタイプの分類を行うと以下の 12
タイプを抽出することができた。 
 
【Ａ１】タイプ：情報系ＩＴツールにゼネコンだけ関わり、計画フェーズのみに適用されたタイ

プ(事例番号：6) 
【Ａ２】タイプ：情報系ＩＴツールにゼネコンだけ関わり、事前準備と施工フェーズに適用され

たタイプ(事例番号：4，5，14，16) 
【Ａ３】タイプ：情報系ＩＴツールにゼネコンだけ関わり、計画と事前準備・施工フェーズに適

用されたタイプ(事例番号：12) 
【Ｂ】タイプ：情報系ＩＴツールに外部とゼネコンが関わり、事前準備と施工フェーズに適用さ

れたタイプ(事例番号：9) 
【Ｃ１】タイプ：情報系ＩＴツールにゼネコンとサブコンが関わり、事前準備と施工フェーズに

適用されたタイプ(事例番号：3，8，15) 
【Ｃ２】タイプ：情報系ＩＴツールにゼネコンとサブコンが関わり、計画と事前準備・施工フェ

ーズに適用されたタイプ(事例番号：17，20-2) 
【Ｄ】タイプ：情報系と機械系ＩＴツールにオペレータだけが関わり、事前準備と施工フェーズ

に適用されたタイプ(事例番号：2，11) 
【Ｅ１】タイプ：情報系と機械系ＩＴツールにゼネコンとオペレータが関わり、施工フェーズの

み適用されたタイプ(事例番号：1) 
【Ｅ２】タイプ：情報系と機械系ＩＴツールにゼネコンとオペレータが関わり、計画と施工フェ

ーズに適用されたタイプ(事例番号：18) 
【Ｅ３】タイプ：情報系と機械系ＩＴツールにゼネコンとオペレータが関わり、計画と事前準備・

施工フェーズに適用されたタイプ(事例番号：7) 
【Ｆ１】タイプ：情報系と機械系ＩＴツールにゼネコンとオペレータ・サブコンが関わり、計画

と施工フェーズに適用されたタイプ(事例番号：10) 
【Ｆ２】タイプ：情報系と機械系ＩＴツールにゼネコンとオペレータ・サブコンが関わり、計画

と事前準備・施工フェーズに適用されたタイプ(事例番号：13-1，13-2，19，20-1) 
 

 
表 5-1．ＩＴ適用の特徴による適用タイプ分類(＊表の中の数字は事例番号を表す) 

ツールの種類 関係主体 フェーズ 事例群

計画 施工 計画・施工 準備・施工 計画･準備・施工

ゼネコン 6 4,5,14,16 12 Ａ

情報系ツール 外部＋ゼネコン 9 Ｂ

ゼネコン＋サブコン 3,8,15 17,20-2 Ｃ

情報系ツール オペレータ 2,11 Ｄ

＋ ゼネコン＋オペレータ 1 18 7 Ｅ

機械系ツール ゼネコン＋オペレータ＋サブコン 10 13-1,13-2,19,20-1 Ｆ
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５．４ ＩＴツール適用タイプに基いたインパクト分析 
 
 5.4.1 適用タイプに基いたインパクト分析の手順 
 
 上記では、ＩＴツールの特徴による適用タイプを抽出し分類することが出来た。本項では、分

類したタイプを用いて、ＩＴツール適用の特徴によるインパクトの特性や傾向を把握するために

以下の手順で分析を行う。 
 
 ①各タイプ分析<５．４．２> 
 ・各タイプにおける事例群を共通インパクトと非共通インパクトで分析し、インパクトが及ぶ

フェーズと業務を明らかにする。 
・各タイプにおける事例群に共通するポジティブ・インパクトとネガティブ・インパクトで分

析し、インパクトの傾向を明らかにする。 
・非共通インパクトに関しては、５．５で行うネガティブ・インパクトの時系列分析による改

善傾向で主に扱う。 
 

 ②タイプ別インパクト比較分析<５．４．３> 
 タイプ別の比較によりＩＴツール適用時に 
 ・関係主体、適用ＩＴツール、適用フェーズ各軸から捉えたインパクトの傾向を明らかにする。 
 ・軸相互の関係から捉えたインパクトの傾向を明らかにする。 
 ・特に関係主体間でインパクトが相反する傾向に関して明らかにする。 
 
 5.4.2 各タイプ分析 
 
 １）各タイプの分析方法 
 ５．３で抽出された各タイプに属する事例群のインパクト記述表現した図から、共通するイン

パクトと非共通するインパクト、ポジティブなインパクトとネガティブなインパクトに関して分

析を行い、インパクトが及ぶフェーズと業務に関して傾向を明らかにする。(図 5-9 参考) 
 
 ２）各タイプの分析対象 
 ５．３で抽出されたタイプの中で、ある程度事例数があるタイプに関して分析を行う。そのタ

イプは【Ａ２】(情報系、ＧＣ、事前準備・施工)、【Ｂ】(情報系、外部・ＧＣ、事前準備・施工)、
【Ｃ１】(情報系、ＧＣ・ＳＣ、事前準備・施工)、【Ｃ２】(情報系、ＧＣ・ＳＣ、計画・事前準備・

施工)、【Ｄ】(情報系・機械系、ＯＰ、事前準備・施工)、【Ｆ２】(情報系・機械系、ＧＣ・ＯＰ・

ＳＣ、計画・事前準備・施工)である。(表 5-2 参考) 
 (*ゼネコンをＧＣ、サブコンをＳＣ、オペレータをＯＰと略している) 
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図 5-9．各タイプの分析方法 

 

 
表 5-2．各タイプの分析対象 
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 ３）各タイプ分析 
  上記の分析方法で、各タイプの分析を行った。以下に分析結果を示す。 
 
【Ａ２】(情報系、ＧＣ、事前準備・施工) 

 
表 5-3．【Ａ２】タイプのインパクト分析 

 
 【Ａ２】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管

理側であるゼネコンだけが関わる事例群である。 
 
 共通インパクトと非共通インパクト分析から、インパクトが及ぶフェーズと業務は事前準備フ

ェーズにおける基本情報作成業務と施工情報収集準備業務、そして施工フェーズにおける実績デ

ータ収集業務と収集データの加工業務に現れることが確認できた。 
 
 共通するインパクトの傾向として、事前準備フェーズにおける基本情報作成業務と施工情報収

集準備業務でゼネコン側に、手入力による手間と携帯端末などの準備或いは配布手間のネガティ

ブ・インパクトが出る傾向が見られた。 
 
また施工フェーズでは、実績データ収集業務における携帯端末などの携帯手間や操作手間のネ

ガティブ・インパクトが出る傾向と収集データの加工業務のおける自動集計のポジティブ・イン

パクトが出る傾向を確認することができた。 
 
 
【Ｂ】タイプ(情報系、外部・ＧＣ、事前準備・施工) 

 
表 5-4．【Ｂ】タイプのインパクト分析 
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【Ｂ】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、事前準備及び施工フェーズにおいて、作業所外

部であるゼネコン本支店と現場管理側であるゼネコンが関わる事例群である。 
 

 事例が一つであるため共通インパクト分析から、インパクトが及ぶフェーズと業務は事前準備

フェーズにおける基本情報作成業務と施工情報収集準備業務、そして施工フェーズにおける実績

データ収集業務と収集データの加工業務に現れることが確認できた。 
 
 共通するインパクトの傾向として、事前準備フェーズにおける基本情報作成業務でゼネコン側

に業務が無くなるポジティブ・インパクトが出る反面、外部側に手入力手間のネガティブ・イン

パクトが確認された。また施工情報収集準備業務では、ゼネコン側に業務が無くなるポジティブ・

インパクトが出る反面、外部側にバーコードブック作成の準備や配布手間のネガティブ・インパ

クトが確認された。 
 
施工フェーズにおける実績データ収集業務では、ゼネコン側にバーコードブックの携帯や操作

手間のネガティブ・インパクトが出る傾向が確認され、収集データの加工業務では、外部側にＩ

Ｔツールによる自動集計と自動分析のポジティブ・インパクトが出ることを確認することができ

た。 
 

【Ｃ１】タイプ(情報系、ＧＣ・ＳＣ、事前準備・施工) 
 

 

表 5-5．【Ｃ１】タイプのインパクト分析 
 
 【Ｃ１】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管

理側であるゼネコンと作業実施側であるサブコンが関わる事例群である。 
 
 共通インパクトと非共通インパクト分析から、インパクトが及ぶフェーズと業務は事前準備フ

ェーズにおける基本情報作成業務と施工情報収集準備業務、そして施工フェーズにおける実績デ

ータ収集業務と収集データの加工業務に現れることが確認できた。 
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 共通するインパクトの傾向として、事前準備フェーズにおける基本情報作成業務でゼネコン側

に手入力手間のネガティブ・インパクトが出る傾向が確認された。 
 
施工フェーズでは実績データ収集業務において、ゼネコン側に業務が無くなるポジティブ・イ

ンパクトが出る反面、サブコン側に携帯端末などの携帯手間や操作手間のネガティブ・インパク

トが出る傾向が確認された。また、収集データの加工業務では、ゼネコン側にＩＴツールによる

リアルタイム自動集計によるタイムリーな連絡や指示が可能なポジティブ・インパクトと集計さ

れた情報を高次元な意思決定に利活用するため分析をゼネコン側の人力で行っているネガティ

ブ・インパクトが出る傾向を確認することができた。 
 
 
【Ｃ２】タイプ(情報系、ＧＣ・ＳＣ、計画・事前準備・施工) 

 
表 5-6．【Ｃ２】タイプのインパクト分析 

【Ｃ２】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、計画と事前準備及び施工フェーズにおいて、現

場管理側であるゼネコンと作業実施側であるサブコンが関わる事例群である。 
 
 共通インパクトと非共通インパクト分析から、インパクトが及ぶフェーズと業務は計画フェー

ズにおける基本情報作成業務と計画作成・調整業務、事前準備フェーズにおける施工情報収集準

備業務、そして施工フェーズにおける実績データ収集業務と収集データの加工業務に現れること

が確認できた。 
 
 共通するインパクトの傾向として、計画フェーズでは基本情報作成業務においてゼネコン側に

手入力手間のネガティブ・インパクトと、他管理で利活用した情報の一貫的利用によるポジティ

ブ・インパクトが出る傾向を明らかにすることが出来た。また、計画フェーズの計画作成業務で

はＩＴツールによる自動集計のポジティブ・インパクトが、計画調整業務ではゼネコン関係者に

よる調整手間のネガティブ・インパクトが出る傾向が確認された。 
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事前準備フェーズにおける施工情報収集準備業務では、ゼネコン側に携帯端末やＩＣカード、

バーコードブックなどの準備手間と配布手間に関するネガティブ・インパクトが出る傾向が確認

された。 
 
施工フェーズでは実績データ収集業務において、ゼネコン側に業務が無くなるポジティブ・イ

ンパクトが出る反面、サブコン側に携帯端末などの携帯手間や操作手間のネガティブ・インパク

トが出る傾向が確認された。収集データの加工業務では、ゼネコン側にＩＴツールによるリアル

タイム自動集計によるタイムリーな連絡や指示が可能なポジティブ・インパクトと集計された情

報を高次元な意思決定や計画フェーズにフィードバックへ利活用するため、分析をゼネコン側の

人力で行っているネガティブ・インパクトが出る傾向を確認することができた。 
 
 

【Ｄ】タイプ(情報系・機械系、ＯＰ、事前準備・施工) 

 
表 5-7．【Ｄ】タイプのインパクト分析 

 
 【Ｄ】タイプは情報系と機械系ＩＴツールが適用され、事前準備及び施工フェーズにおいて、

作業実施側であるオペレータだけが関わる事例群である。 
 
 共通インパクトと非共通インパクト分析から、インパクトが及ぶフェーズと業務は事前準備フ

ェーズにおける基本情報作成業務、そして施工フェーズにおける実績データ収集業務と収集デー

タの加工業務に現れることが確認できた。 
 
 共通するインパクトの傾向として、事前準備フェーズにおける基本情報作成業務にオペレータ

側に手入力手間のネガティブ・インパクトが出る傾向が確認された。 
 
施工フェーズでは実績データ収集業務において、オペレータ側に機械設備に設置されているセ

ンサーによる機械に関する実績データの自動収集のポジティブ・インパクトが、収集データの加

工業務で同じくオペレータ側にＩＴツールによるリアルタイム自動集計によるタイムリーなア

クションが可能になるポジティブ・インパクトが出る傾向を確認することができた。 
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【Ｆ２】タイプ(情報系・機械系、ＧＣ・ＯＰ・ＳＣ、計画・事前準備・施工) 

 

表 5-8．【Ｆ２】タイプのインパクト分析 
 【Ｆ２】タイプは情報系と機械系ＩＴツールが適用され、計画と事前準備及び施工フェーズに

おいて、現場管理側であるゼネコンと作業実施側であるオペレータ・サブコンが関わる事例群で

ある。 
 
 共通インパクトと非共通インパクト分析から、インパクトが及ぶフェーズと業務は計画フェー

ズにおける基本情報作成業務と計画作成・調整業務、事前準備フェーズにおける施工情報収集準

備業務、そして施工フェーズにおける実績データ収集業務と収集データの加工業務に現れること

が確認できた。 
 
 共通するインパクトの傾向として、計画フェーズでは基本情報作成業務においてゼネコン側に

手入力手間のネガティブ・インパクトが出る傾向を明らかにすることが出来た。また、計画フェ

ーズの計画作成業務ではゼネコン側に計画情報入力業務が無くなるポジティブ・インパクトが出

る反面、サブコン側に計画情報を手入力する手間のネガティブ・インパクトが出る傾向が確認さ

れた。その他、入力された計画情報の自動集計のポジティブ・インパクトがゼネコン側に出る傾

向が確認された。 
 
施工フェーズでは実績データ収集業務において、オペレータ側に機械設備に設置されているセ

ンサーによる機械に関する実績データの自動収集のポジティブ・インパクトが共通的に見られた

が、自動収集されるデータ以外の実績データ収集業務において、ゼネコン側に業務が無くなるポ

ジティブ・インパクトが出る反面、サブコン側に携帯端末などの携帯手間や操作手間のネガティ

ブ・インパクトが出る傾向が確認された。また、収集データの加工業務では、ゼネコン側にＩＴ

ツールによる自動集計が行われるポジティブ・インパクトが出る傾向を確認することができた。 
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 5.4.3 各タイプ分析結果 
 
 以上、計六つのタイプに関してインパクト分析を行った。その分析結果の内容は以下の表であ

る。 
 

 

表 5-9．各タイプの分析結果 
 
 ＩＴ適用によるインパクトに関して、各フェーズに共通して以下を述べることができる。 
 ①ＩＴツール適用によるポジティブ・インパクトが出る対象は、大部分がゼネコンである。 
 ②大部分のポジティブ・インパクト内容は、情報業務の自動化、外製化と情報の一貫的利用で

ある。 
 ③ＩＴツール適用によりネガティブ・インパクトが出る対象はゼネコンの他、サブコンに多く

ある。 
 ④大部分のネガティブ・インパクト内容は、情報の入力・集計・分析手間である。 
分析結果として、上記の傾向を明らかにすることが出来た。しかし、一方では次のことを考え

ることができる。 
施工管理・実施プロセスを総合管理して自らのためにＩＴツールを適用している、ゼネコンに

ポジティブ・インパクトが出るのは当然であるが、本来であればサブコンやオペレータなどの施

工管理・実施プロセスへ参加している他の関係主体にも、何らかのポジティブ・インパクトが出

るはずである。例えば、入退場管理システムにおいてＩＴツール適用は、ゼネコンとして現場作

業員を把握でき、その情報を労務・安全管理やコスト管理などへ利活用するポジティブ・インパ

クトがある。しかし、この場合サブコン作業員には、毎回ゲートでＩＣカードを使用しないとな

らない手間の他に直接的なポジティブ・インパクトは見当たらないが、大局的に捉えると、ゼネ

コンが入退場情報を把握できることで、サブコンへ何らかのポジティブなインパクトを与えてい

る可能性もある。 
このような事を考えつつ、次項ではタイプ別比較比較分析を行う。 

 (*非共通インパクトに関しては、５．５で行うネガティブ・インパクトの時系列分析による改善傾向で主に扱う。) 
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 5.4.4 タイプ別インパクト比較分析 
 
 １）比較分析方法と対象 
 ５．３で行った各タイプのインパクト分析を基にして、以下の三つの観点軸を基にタイプ対象

を選別し比較分析を行う。 
 
 ①関係主体の違いによるインパクトの傾向 
 【Ａ２】と【Ｂ】、【Ａ２】と【Ｃ１】 
 ②適用ツールの違いによるインパクトの傾向 
 【Ｃ１】と【Ｆ２】、【Ｃ２】と【Ｆ２】 
 ③適用フェーズの違いによるインパクトの傾向 
 【Ｃ１】と【Ｃ２】(*各タイプの分析結果のまとめ参考ー表 5-9) 

 
表 5-10．タイプ別インパクト比較分析対象 

 
 ２）タイプ別インパクトの比較分析 
 
 ①関係主体の違いによるインパクトの傾向 
 
【Ａ２】と【Ｂ】タイプの比較分析 

 
図 5-10．【Ａ２】と【Ｂ】タイプの比較分析<事前準備フェーズ> 

 【Ａ２】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管
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理側であるゼネコンだけが関わる事例群であり、【Ｂ】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、事

前準備及び施工フェーズにおいて、作業所外部であるゼネコン本支店と現場管理側であるゼネコ

ンが関わる事例群である。 
 
 二つのタイプのインパクトを比較すると【Ｂ】タイプは【Ａ２】タイプと違い、事前準備フェ

ーズにおける基本情報作成業務と施工情報収集業務において、外部関係主体であるゼネコン本支

店へ業務を外製化させ、ゼネコンの手間を省く反面、本支店へ負荷を転化させている傾向を確認

することができる。この傾向は、ゼネコンのポジティブ・インパクトは外部本支店のネガティブ・

インパクトと相互に関係しているため、関係主体の違いによるコンフリクト(相反的な)インパク

トの傾向が現れると考えることができる。(図 5-10 参照) 
 
【Ａ２】と【Ｃ１】タイプの比較分析 

 
図 5-11．【Ａ２】と【Ｃ１】タイプの比較分析<施工フェーズ> 

 
 【Ａ２】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管

理側であるゼネコンだけが関わる事例群であり、【Ｃ１】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、

事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管理側であるゼネコンと作業実施側であるサブコンが

関わる事例群である。 
 
 二つのタイプのインパクトを比較すると【Ｃ１】タイプは【Ａ２】タイプと違い、施工フェー

ズにおける実績データ収集業務において、作業実施側であるサブコンへ業務を外製化させ、ゼネ

コンの手間を省く反面、サブコンへ負荷を転化させている傾向を確認することができる。この傾

向は、ゼネコンのポジティブ・インパクトはサブコンのネガティブ・インパクトと相互に関係し

ているため、関係主体の違いによるコンフリクト(相反的な)インパクトの傾向が現れると考える

ことができる。 
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 ②適用ツールの違いによるインパクトの傾向 
 
【Ｃ１】と【Ｆ２】タイプの比較分析 

 
図 5-12．【Ｃ１】と【Ｆ２】タイプの比較分析<事前準備フェーズ> 

 
 【Ｃ１】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管

理側であるゼネコンと作業実施側であるサブコンが関わる事例群であり、【Ｆ２】タイプは情報系

と機械系ＩＴツールが適用され、計画と事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管理側である

ゼネコンと作業実施側であるオペレータ・サブコンが関わる事例群である。 
 
 二つのタイプのインパクトを比較すると、【Ｃ１】タイプは情報系ＩＴツールを適用し、事前準

備フェーズにおける施工情報収集準備業務において、ゼネコンがネガティブ・インパクトの負荷

を負うか、或いは自ら専属員へコストを支払い雇うことで業務を外製化させ、ゼネコンの手間を

省く反面、専属員へ負荷を転化させている傾向を確認することができる。しかし、情報系と機械

系ＩＴツールを適用する【Ｆ２】タイプは、事前準備フェーズにおける施工情報収集準備業務に

おいて、作業実施側であるオペレータ或いはサブコンへ業務を外製化させ、ゼネコンの手間を省

く反面、オペレータ或いはサブコンへ負荷を転化させている傾向を確認することができる。この

傾向は、適用ＩＴツールの違いにより事前準備フェーズの施工情報収集業務に関わる関係主体が

変わり、最終的には関係主体の違いによるコンフリクト(相反的な)インパクトの傾向が現れると

考えることができる。 
 
【Ｃ２】と【Ｆ２】タイプの比較分析 

 
 【Ｃ２】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、計画と事前準備及び施工フェーズにおいて、

現場管理側であるゼネコンと作業実施側であるサブコンが関わる事例群であり、【Ｆ２】タイプは

情報系と機械系ＩＴツールが適用され、計画と事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管理側

であるゼネコンと作業実施側であるオペレータ・サブコンが関わる事例群である。 
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図 5-13．【Ｃ２】と【Ｆ２】タイプの比較分析<施工フェーズ> 
 二つのタイプのインパクトを比較すると、【Ｃ２】タイプは情報系ＩＴツールを適用し、施工フ

ェーズにおける実績データ収集業務において、作業実施側であるサブコンへ業務を外製化させ、

ゼネコンの手間を省く反面、サブコンへ負荷を転化させている傾向を確認することができる。し

かし、情報系と機械系ＩＴツールを適用する【Ｆ２】タイプは、施工フェーズにおける実績デー

タ収集業務において、作業実施側であるオペレータ或いはサブコンへ業務を外製化させ、ゼネコ

ンの手間を省く反面、オペレータ或いはサブコンへ負荷を転化させている傾向を確認することが

できる。この傾向は、適用ＩＴツールの違いにより施工フェーズの実績データ収集業務に関わる

関係主体が変わり、最終的には関係主体の違いによるコンフリクト(相反的な)インパクトの傾向

が現れると考えることができる。 
 
 ③適用フェーズの違いによるインパクトの傾向 
 
【Ｃ１】と【Ｃ２】タイプの比較分析 

 
 【Ｃ１】タイプは情報系ＩＴツールが適用され、事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管

理側であるゼネコンと作業実施側であるサブコンが関わる事例群であり、【Ｃ２】タイプは情報系

ＩＴツールが適用され、計画と事前準備及び施工フェーズにおいて、現場管理側であるゼネコン

と作業実施側であるサブコンが関わる事例群である。 
 二つのタイプのインパクトを比較すると、【Ｃ２】タイプは【Ｃ１】タイプと違い、基本情報作

成業務が事前準備フェーズではなく、計画フェーズで行われることが確認できる。(図 5-14 参考)
また、【Ｃ２】タイプは事前準備フェーズと施工フェーズでのインパクトの他に、計画フェーズに

おける計画作成・調整業務に関するインパクトが現れることが確認できる。このように、適用フ

ェーズによる共通するインパクトの傾向は、各タイプ分析結果のまとめ(表 5-9)を参考して頂きた

い。(図 5－14) 
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図 5-14．【Ｃ１】と【Ｃ２】タイプの比較分析 

 
 5.4.5 タイプ別インパクト比較分析結果 
 
 以上、三つの観点軸(関係主体、適用ＩＴツール、適用フェーズ)の違いからタイプ相互のインパ

クト比較分析を行った。その結果、各軸から見たインパクトの傾向と相互軸の関係から見たイン

パクトの傾向に関して以下の表を基にまとめる。 
 

 
表 5-11．タイプ別インパクト比較分析結果 

 
 ①関係主体軸から見たインパクトの傾向と相互軸との関係 
 ・ポジティブなインパクトはゼネコンとオペレータに限られ、ネガティブなインパクトは本支

店とサブコンに限られる。 
 ・特にネガティブなインパクトは主体間の役割分担の問題に帰せられ、下請け側に任せられる

傾向があり、費用や手間の分担によりコンフリクト(相反性)があるため、パッケージの内容を明

確にする必要がある。 
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 ・上記の例外で、ゼネコンが雇用するガードマンに入退場情報の管理を委ねることでサブコン

の費用と手間の負担問題を解消する事例がある。 
 
 ②適用ＩＴツール軸から見たインパクトの傾向と相互軸との関係 
 ・適用ＩＴツールの問題は、最終的に関係主体の問題に移る傾向がある。 
 ・ポジティブなインパクトは情報業務の外製化によるゼネコン或いはオペレータにあるが、そ

の費用と手間はオペレータ或いはサブコンが負担している実態がある。 
 
 ③適用フェーズ軸から見たインパクトの傾向と相互軸との関係 
 ・ポジティブなインパクトは施工フェーズにおける、実績データ収集が代表的な業務である。 
 ・ネガティブなインパクトは計画及び事前準備フェーズにおける、データ作成手間と入力手間

が多く指摘されている。 
 ・しかし、インパクト業務に対して費用と手間を誰が負担するかでコンフリクト(相反性)があ

り、最終的には関係主体の問題に移る傾向がある。 
 以上の分析結果のまとめから、インパクトの相反性に関して詳しく述べる。 
 
 ④関係主体間でのインパクトが相反(コンフリクト)する傾向 
 ・主にゼネコンのポジティブ・インパクトは、サブコンのネガティブ・インパクトになる傾向

がある。 
 ・コンフリクト・インパクトが現れるタイプと具体的な内容は以下である。 
【Ｃ１】(情報系、ＧＣ・ＳＣ、事前準備・施工)タイプ 
 －施工フェーズにおける実績データ収集業務でゼネコンがポジティブの反面、サブコンがネ

ガティブの傾向 
 【Ｃ２】(情報系、ＧＣ・ＳＣ、計画・事前準備・施工)タイプ 

 －計画フェーズにおける計画情報入力業務でゼネコンがポジティブの反面、サブコンがネガ

ティブの傾向 
 －施工フェーズにおける実績データ収集業務でゼネコンがポジティブの反面、サブコンがネ

ガティブの傾向 
 【Ｆ２】(情報系・機械系、ＧＣ・ＯＰ・ＳＣ、計画・事前準備・施工)タイプ 

 －計画フェーズにおける計画情報入力業務でゼネコンがポジティブの反面、サブコンがネガ

ティブの傾向 
 －事前準備フェーズにおける施工情報収集準備業務でゼネコン或いはオペレータがポジテ

ィブな反面、オペレータ或いはサブコンがネガティブの傾向 
 －施工フェーズにおける実績データ収集業務でゼネコンがポジティブの反面、サブコンがネ

ガティブの傾向 
 ・主にインパクト業務における手間と費用をサブコンが片務的に負担している実態がある。 
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５．５ ネガティブ・インパクトの改善に関する時系列分析 
 
 ５．３と５．４でＩＴ適用タイプに基いたインパクトの分析を行った。その分析結果、全ての

主体・フェーズにおいてポジティブ・インパクトは難しく、あるポジティブ・インパクトに対し

てネガティブ・インパクトが発生することも見られた。そこで、上記の事を考えつつネガティブ・

インパクトが如何に改善されたのかについて、時系列的に分析を行う。 
 
 5.5.1 時系列分析の手順と方法 
 
 タイプに基くインパクト分析結果から、以下の手順で時系列分析を行いネガティブ・インパク

トの改善傾向に関して明らかにする。 
 
 ①各タイプ分析とタイプ別比較分析から、各フェーズにおけるネガティブ・インパクトの傾向

を把握する。 
 ②本研究で扱った事例群を時系列年表に表し、①で把握したネガティブ・インパクトの傾向に

該当する事例と改善された事例を抽出する。 
 ③②で抽出された事例の記述手法によるインパクト表現(５．１)から比較分析し、ネガティブ・

インパクトの改善内容とその傾向に関して明らかにする。 
 

 

図 5-15．ネガティブ・インパクトの改善傾向に関する時系列分析の方法 
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 5.5.2 ネガティブ・インパクトの傾向 
 
 ＩＴ適用タイプに基いたインパクトの分析結果、各フェーズにおいて以下のネガティブ・イン

パクトの傾向が見られる。 
 
＜計画フェーズ＞ 
 ①基本情報作成業務における基本情報の手入力手間 
 ②計画作成業務における計画情報の手入力手間 
 ③計画調整業務におけるマニュアル(人力)による調整と調整情報の再入力手間 
＜事前準備フェーズ＞ 
 ④基本情報作成業務における基本情報の手入力手間 
 ⑤施工情報収集準備業務における携帯端末などの準備や作成、配布手間 
＜施工フェーズ＞ 
 ⑥実績データ収集業務における携帯端末などの携帯や操作手間 
 ⑦収集データの加工業務におけるマニュアル(人力)分析手間や他ソフト利用手間 
 
 以上の各フェーズにおけるネガティブ・インパクトに関して、該当する事例と改善事例を抽出

し如何に改善される傾向があるか分析を行う。 
 
 5.5.3 ＩＴツール適用事例の時系列年表 
 
 本研究で扱った全ての事例を時系列にマトリックスに表すと以下の表になる。全ての事例は

1985 年から 1997 年の間に開発或いは適用され、その後なんらかの変化・改善が行われているこ

とを確認することが出来る。この時系列マトリックスを基に、上記で明らかにしたネガティブ・

インパクトの傾向に該当する事例を抽出し、その改善事例と共に比較分析することで、改善傾向

に関して把握する。 
 

 
表 5-12．ＩＴツール適用事例の時系列年表マトリックス 
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 5.5.4 ネガティブ・インパクトの改善に関する時系列分析 
 
 時系列分析は各フェーズにおけるネガティブ・インパクトの傾向が現れる業務に対して、順次

的に行っていく。 
 
【計画フェーズ】 
 
 １）基本情報作成業務における基本情報の手入力手間 
 計画フェーズにおける基本情報作成業務での手入力手間の傾向が見られる事例と改善された

事例を抽出すると、情報系ＩＴツールでは【事例 6】が【事例 17】・【事例 20-2】へ、機械系ＩＴ

ツールが適用される場合では【事例 10】・【事例 19】が【事例 20-1】へ改善されていた。 

 
表 5-13．計画フェーズ・基本情報作成業務における改善事例群 

 
 ①情報系ＩＴツール【事例 6】→【事例 17】の改善分析 
 【事例 6】は資材搬入計画システムを適用した事例であり、計画フェーズの基本情報作成業務

において部材情報などの基本情報に関して手入力を行う手間が見られた。このネガティブ・イン

パクトは【事例 17】において、他管理で利活用された施工図ＣＡＤの 3 次元データにある躯体デ

ータを利用し入力支援を行うことで改善さている。 

 

図 5-16．計画フェーズ・基本情報作成業務における改善分析(情報系) 
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 ②情報系・機械系ＩＴツール【事例 19】→【事例 20-1】の改善分析 
 【事例 19】は揚重管理システムを適用した事例であり、計画フェーズの基本情報作成業務にお

いて揚重数量情報などの基本情報に関して手入力を行う手間が見られた。このネガティブ・イン

パクトは【事例 20-1】において、他管理で利活用された 3 次元ＣＡＤデータから数量変化ソフト

を利用し入力支援を行うことで改善さている。 

 
図 5-17．計画フェーズ・基本情報作成業務における改善分析(情報系・機械系) 

 
 ③基本情報の手入力手間における改善傾向 
 以上の分析結果から計画フェーズにおける基本情報の手入力手間は、他管理で利活用された情

報を一貫的に利用することで改善される傾向があると思われる。 
 
 ２）計画作成業務における計画情報の手入力手間 
 計画フェーズにおける計画作成業務での手入力手間の傾向が見られる事例と改善された事例

を抽出すると、情報系ＩＴツールでは【事例 17】が【事例 20-2】へ、機械系ＩＴツールが適用さ

れる場合では【事例 7】が【事例 13-1】・【事例 13-2】へ改善されていた。 
 

 
表 5-14．計画フェーズ・計画作成業務における改善事例群 
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 ①情報系ＩＴツール【事例 17】→【事例 20-2】の改善分析 
 【事例 17】は資材搬入管理システムを適用した事例であり、計画フェーズの計画作成業務にお

いて資材搬入情報などの計画情報に関してゼネコン側が手入力を行う手間が見られた。このネガ

ティブ・インパクトは【事例 20-2】において、サブコン側がその情報に関して手入力を行うこと

で、ゼネコンの負荷を軽減させる傾向に改善されている。 

 
図 5-18．計画フェーズ・計画作成業務における改善分析(情報系) 

 
 ②情報系・機械系ＩＴツール【事例 7】→【事例 13-1】の改善分析 
 【事例 7】は揚重予約管理システムを適用した事例であり、計画フェーズの計画作成業務にお

いて揚重予約情報などの計画情報に関してゼネコン側が手入力を行う手間が見られた。このネガ

ティブ・インパクトは【事例 13-1】において、サブコン側がその情報に関して手入力を行うこと

で、ゼネコンの負荷を軽減させる傾向に改善されている。 

 
図 5-19．計画フェーズ・計画作成業務における改善分析(情報系・機械系) 

 
 ③計画情報の手入力手間における改善傾向 
 以上の分析結果から計画フェーズにおける計画情報の手入力手間は、ゼネコン側の手間の負荷

をサブコン側へ転化することで改善される傾向があると思われる。 
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 ３）計画調整業務におけるマニュアル(人力)調整と再入力手間 
 計画フェーズにおける計画調整業務でのマニュアル(人力)調整手間の傾向が見られる事例と改

善された事例を抽出すると、情報系ＩＴツールでは同じ種類の管理事例では見当たらない一方で、

機械系ＩＴツールが適用される場合では【事例 13-1】が【事例 13-2】・【事例 20-1】へ改善され

ていた。 

 
表 5-15．計画フェーズ・計画調整業務における改善事例群 

 
 ①情報系・機械系ＩＴツール【事例 13-1】→【事例 13-2】の改善分析 
 【事例 13-1】は揚重予約管理システムを適用した事例であり、計画フェーズの計画調整業務に

おいて、作成された計画情報(揚重計画)に関してゼネコン側がマニュアル(人力)で調整を行い、変

更された部分は再度入力し直す手間が見られた。このネガティブ・インパクトは【事例 13-2】に

おいて、ＩＴツールに予め調整のためのアルゴリズムを入力し、ＩＴツールがある程度自動調整

する傾向に改善されている。 

 
図 5-20．計画フェーズ・計画調整業務における改善分析(情報系・機械系) 

 
 ②計画情報のマニュアル調整手間における改善傾向 
 以上の分析結果から計画フェーズにおける計画情報のマニュアル調整手間は、ＩＴツールに新

たな機能を追加することで改善される傾向があると思われる。 
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【事前準備フェーズ】 
 
 ４）基本情報作成業務における基本情報の手入力手間 
 事前準備フェーズにおける基本情報作成業務での手入力手間の傾向が見られる事例と改善さ

れた事例を抽出すると、情報系ＩＴツールでは【事例 14】が【事例 16】へ改善されていた。機械

系ＩＴツールが適用される場合では同じ種類の管理事例では見当たらなかった。 

 
表 5-16．事前準備フェーズ・基本情報作成業務における改善事例群 

 
 ①情報系ＩＴツール【事例 14】→【事例 16】の改善分析 
 【事例 14】は仕上工事チェックシステムを適用した事例であり、事前準備フェーズの基本情報

作成業務において仕上検査のための図面情報などの基本情報に関して手入力を行う手間が見ら

れた。このネガティブ・インパクトは【事例 16】において、他管理で利活用された既存ＣＡＤデ

ータを利用し入力支援を行うことで改善さている。 

 
図 5-21．事前準備フェーズ・基本情報作成業務における改善分析(情報系) 

 
 ②基本情報の手入力手間における改善傾向 
 以上の分析結果から事前準備フェーズにおける基本情報の手入力手間は、他管理で利活用され

た情報を一貫的に利用することで改善される傾向があると思われる。 
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 ５）施工情報収集準備業務におけるＩＣカードなどの作成・配布手間 
 事前準備フェーズにおける施工情報収集準備業務でのＩＣカードなどに作成・配布手間の傾向

が見られる事例と改善された事例を抽出すると、情報系ＩＴツールでは【事例 3】が【事例 8】へ

改善されていた。機械系ＩＴツールが適用される場合では同じ種類の管理事例では見当たらなか

った。 

 

表 5-17．事前準備フェーズ・施工情報収集準備業務における改善事例群 
 
 ①情報系ＩＴツール【事例 3】→【事例 8】の改善分析 
 【事例 3】は入退場管理システムを適用した事例であり、事前準備フェーズの施工情報収集準

備業務においてＩＣカードを作成し配布する手間が見られた。このネガティブ・インパクトは【事

例 8】において、ゼネコンがコストを支払い、カード発行専属員を雇い一括集中管理させること

で手間の負荷を転化させている。 

 
図 5-22．事前準備フェーズ・施工情報収集準備業務における改善分析(情報系) 

 
 ②ＩＣカードなどの作成・配布手間における改善傾向 
 以上の分析結果から事前準備フェーズにおけるＩＣカードなどの作成・配布手間は、ゼネコン

自らコストを支払い、業務手間の負荷を転化させ改善される傾向があると思われる。しかし最終

的には、コストを支払っているためゼネコンの手間の負荷を自ら負担していると考えられる。 
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【施工フェーズ】 
 
 ６）実績データ収集業務におけるネガティブ・インパクト 
 施工フェーズにおける実績データ収集業務において、以下の二つのネガティブ・インパクトの

傾向が見られた。 
 ・情報収集主体(例：サブコン)のリテラシーが不足してデータ収集に手間が出る 

情報系ツールの事例群のうち【事例 3】が【事例 8】へ改善されている。 
 ・情報収集主体(例：オペレータ)が実作業と並行しているためデータ収集に手間発生 

機械系ツールが適用される事例群のうち【事例 13-1】・【13-2】が【事例 20-1】へ改善され

ている。 

 
表 5-18．施工フェーズ・実績データ収集業務における改善事例群 

 
 ①情報系ＩＴツール【事例 3】→【事例 8】の改善分析 
 【事例 3】は入退場管理システムを適用した事例であり、施工フェーズの実績データ収集業務

においてサブコンの作業員がＩＣカードを使用して入退場実績データを収集するプロセスであ

る。しかし、サブコン作業員はＩＣカードの使用に慣れておらず、忘れる場合も多かった。その

結果、実績データの収集が適切に行われなかった。このネガティブ・インパクトは【事例 8】に

おいて、ゼネコンがコストを支払っているガードマンに補助をさせることで改善されている。 

 
図 5-23．施工フェーズ・実績データ収集業務における改善分析(情報系) 
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 ②情報系・機械系ＩＴツール【事例 13-1】→【事例 20-1】の改善分析 
 【事例 13-1】は揚重予約調整・実績管理システムを適用した事例であり、施工フェーズの実績

データ収集業務において揚重作業を行っているオペレータが、作業を行いながら実績データの収

集を並行させていたため、実績データ収集に手間が多かった。このネガティブ・インパクトは【事

例 20-1】において、サブコン側が実績データの収集に携帯端末を用いて行い、オペレータの負荷

を軽減させる傾向に改善されている。 

 
図 5-24．施工フェーズ・実績データ収集業務における改善分析(情報系・機械系) 

 
 ③実績データ収集業務におけるネガティブ・インパクト改善傾向 
 以上の分析結果から実績データ収集業務において、情報収集主体(例：サブコン)のリテラシー

が不足してデータ収集に手間が出る傾向では、ゼネコン側がコストを支払っているガードマンに

サブコンの支援をさせる改善傾向があると思われる。これは、元々ゼネコンが実績データ収集の

手間をサブコンへ転化していたが、そのサブコンの手間の負荷について、ゼネコン側が自ら負担

していると考えられる。 
 また、施工フェーズにおける実績データ収集における端末の携帯・操作手間は、実作業と並行

しているオペレータ側の手間の負荷をサブコン側へ転化することで改善される傾向があると思

われる。 
 
 
 ７）収集データの加工業務におけるマニュアル加工手間と他ソフト利用手間 
施工フェーズにおける収集データの加工業務でのマニュアル(人力)加工手間や他ソフトを利用

するため作業を行う手間の傾向が見られる事例を抽出し、時系列による改善分析を行うと、改善

の傾向が適用されたＩＴツールへ分析機能を追加する傾向が見られた。これは、ＩＴツールの機

能を向上させＩＴツール適用の負荷を軽減させていると考えられる。 
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 5.5.5 ネガティブ・インパクトの改善に関する時系列分析結果 

 
 上記のネガティブ・インパクトの改善に関する時系列分析結果は以下の内容である。 
 
 初期のＩＴツール導入期は、管理側であるゼネコンが施工管理・実施プロセスにおける、施工

フェーズから事前準備フェーズ、そして施工フェーズに及ぶ全てのフェーズで、情報に関わる業

務を行っていたと思われる。 
 しかし、段々と建築物が大規模化・複雑化し、施工管理・実施プロセスにおいて関わる主体や

部材、設備機械も多くなり、ＩＴ適用による全ての負荷をゼネコンだけで担うことは困難であっ

た。 
 その理由から、次第に直接施工管理・実施プロセスに関わる関係主体(特にサブコン)へ負担を

転化する傾向があった。(【事例 13-1】【事例 13-2】【事例 20-1】【事例 20-2】)しかし、情報業務

を実行する関係主体も負担を片務的に転化されているため、ゼネコンはその片務的負担を軽減・

解消しようとする方向へ努力が払われていることが、ネガティブ・インパクトの改善傾向から確

認できた。 
  
 その具体的な内容は、次のように整理できる。 
 

 
表 5-19．ネガティブ・インパクトの改善傾向と具体的な内容 
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５．６ ＩＴツール適用におけるインパクト分析のまとめ 
 
 本章では、4 章で記述手法により表現された各々の事例を用いて、適用された特徴によるタイ

プで分け、ＩＴツール適用のインパクトに関して分析を行った。その結果、ＩＴツール適用によ

るインパクトは以下の傾向があることが明らかにされた。 
 
 １）各タイプ分析結果(表 5-9．各タイプ分析結果から) 

①ＩＴツール適用のポジティブ・インパクトが出る対象は、大部分がゼネコンである。 
②ポジティブ・インパクトの主な内容は、情報業務の自動化、外製化と情報の一貫的利用であ

る。 
③ＩＴツール適用のネガティブ・インパクトが出る対象は、ゼネコンの他、サブコンに多くあ

る。 
④大部分のネガティブ・インパクト内容は、情報の入力・集計・分析手間である。 

 
 ２）タイプ別インパクト比較分析結果(関係主体・適用ＩＴツール・適用フェーズ相互軸) 

①適用ＩＴツールと適用フェーズの問題は、関係主体の問題に移る傾向がある。 
 (図 5-12、図 5-13、表 5-11 から) 
②関係主体のインパクトは主体間の役割分担の問題に帰せられ、費用や手間の分担によりコン

フリクト(相反性)がある。(図 5-10、図 5-11、表 5-11 から) 
③ポジティブ・インパクトは外製化などによるゼネコン或いはオペレータにあるが、その費用

と手間はオペレータ或いはサブコンが片務的に負担している実態がある。 
 (表 5-9、表 5-11 から) 
④コンフリクト・インパクトの例外として、業務実行の手間を他の関係主体に転化するが、ガ

ードマンや専属員を雇用し費用を自ら払う場合がある。 
(表 5-11、図 5-22、図 5-23 から) 

 
 ３）ネガティブ・インパクトの改善に関する時系列分析結果(表 5-19 から) 

①ＩＴ適用による負荷をゼネコンが全て担っていたが、次第に関係主体(特にサブコン)へ負担

を転化する傾向がある。(図 5-18、図 5-19、図 5-24 から) 
②ゼネコンは、関係主体に片務的に転化された負荷を軽減・解消しようとする方向へ努力が払

われている傾向がある。 
・第一、受益者であるゼネコンが正当に負担する傾向がある。(図 5-22、図 5-23 から) 
・第二、ＩＴツールの機能を向上させ適用負荷を軽減させる傾向がある。(図 5-20) 
・第三、情報の一貫的利用を行おうとする傾向がある。(図 5-16、図 5-17、図 5-21 から) 
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６．１ インパクトの傾向によるＩＴツール適用における課題 
 
ＩＴツール適用におけるインパクトの特徴に関して分析結果、全ての主体・フェーズにおいて

ポジティブ・インパクトは難しく、ポジティブ・インパクトに対してネガティブ・インパクトが

発生する現象であるコンフリクト・インパクトの傾向があることが確認された。 
 コンフリクト・インパクトの傾向がＩＴツール適用において大きい障害の一つとして捉えるこ

とができ、ネガティブ・インパクトの改善傾向によると、ゼネコンはコンフリクト・インパクト

による下請けの片務的な負担を軽減・解消しようとする方向へ努力を図っていることが明らかに

なった。 
上述の内容を踏まえ、施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適用の課題について以下に

示す。 
 
 1)ＩＴツール適用におけるパッケージに関して整理する必要がある。 

コンフリクト・インパクトはＩＴツール適用の際に、主体間の役割分担の問題に帰せられ、主

に下請け側に任せられる。これは建設業において工事別に下請けへ任せる契約方式と似ている

が、ＩＴツール適用の場合は費用や手間を片務的に下請けが負担しているため、大きな障害に

なっている。この実態を打開するためには、まずＩＴツール適用におけるパッケージに関して

整理する必要がある。以下にパッケージの整理に関して述べる。 
 
①ＩＴツール適用による受益者が誰かを明確にする必要がある。受益者を明らかにすれば、ネ

ガティブ・インパクトだけ負担されていると思われる主体(主にサブコン)も実は、他の部分でポ

ジティブ・インパクトがあり、利益が出ていることを認識することが可能である。 
②ＩＴツール適用による責任範囲を明確にする必要がある。例えば責任を負う主体が、ツール

へ情報を入力する業務をサブコンへ転化したゼネコンなのか、或いは入力業務を転化されたサ

ブコンであるのか明確にする必要がある。 
③基本的にＩＴツール適用による受益者がツール適用の手間を負担する必要があり、もしも受

益者がツール適用の手間を転化する場合は、適用費用を負担する必要がある。 
 

 2)ＩＴツール適用の主な受益者であるゼネコンが正当に負担する必要がある。 
分析結果によると施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適用の主な受益者がゼネコンで

あることが明らかになった。しかし、ネガティブ・インパクトの改善傾向を確認すると、適用の

費用や手間の負荷を下請けであるオペレータやサブコンに転化させている実態を確認できる。

この実態を打開するためには、受益者であるゼネコンが正当に負担する必要がある。以下にゼ

ネコンの正当な負担に関して述べる。 
 
①本支店によるゼネコン作業所への適切な支援(コストなど)が必要である。 
②ゼネコンが正当に負担できない場合、転化された主体へインセンティブ(次回プロジェクト

参加など)を与える必要がある。 
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③ＩＴツール適用への正当な負担が、最終成果物である建物の品質確保や今日重要である安全

確保へ大きい影響を与えることを認識する必要がある。 
 

 3)ＩＴツールの機能を向上させ、ツール適用の負荷を低減させる必要がある。 
コンフリクト・インパクトによる下請けの片務的な負担を軽減・解消するための課題の一つで

ある。分析結果によると、ネガティブ・インパクトの主な内容はＩＴツールの入力や加工機能に

おける手間であり、ＩＴツール適用負荷はツールの機能と深く関係があることが明らかになっ

た。これらのツール機能を向上させ、人を介することなく自動で情報業務を行う、或いは人を介

しても一部の適用負荷を低減させる事が可能である。以下にＩＴツールの機能向上に関して述

べる。 
 
①関係主体がツール適用の負担を最小限に感じるような、マン・マシーンインターフェースを

整える必要がある。 
②施工管理・実施業務において業務の標準化が必要である。標準化がなされてない場合、適用

ツールの機能が不足する場合がある。(例：施工フェーズにおける情報加工業務において分析機

能の有無の判断) 
③ＩＴ適用の際には、デファクト・スタンダードを採用する必要がある。デファクト・スタン

ダードではない場合、ツール適用においてリテラシーによる負荷が多く出る。 
 

 4)情報を一貫的に利活用する必要がある。 
分析結果によると、主に基本情報作成業務における入力手間の負担を軽減・解消するための課

題である。他管理或いは、他組織で利活用された情報を水平展開し情報を一貫的に利用する場

合もあるが、同じ施工管理・実施プロセスにおいて、計画・事前準備・施工フェーズに至る後続

業務への垂直展開による情報の一貫的利用も重要である。以下に情報の一貫的利活用に関して

述べる。 
 
①情報インフラの整備が必要である。情報の一貫的利活用は、情報やデータの伝達手間による

負荷が解消されていることが前提である。他管理や先行作業の情報を入手しても、入力手間な

どの負荷があるとネガティブ・インパクトである。 
②データ形式や情報の内容を標準化する必要がある。水平展開や垂直展開する場合において、

データ形式や情報の内容に関して互換性が無い場合、他ソフトを仲介するなどの手間が出る。 
③川上フェーズ(設計フェーズなど)からの情報がデジタル化され構築される必要がある。理想

的には川上フェーズの情報がデジタル化され、竣工まで一貫的に利活用されることが求められ

る。本研究の研究範囲では、一部ＣＡＤデータの利用について言及した。 
④施工現場に限らずサブコン本店やメーカーとの一貫的利用も必要である。本研究における対

象事例にはあまり言及されなかったが、今後研究が必要と思われる。 
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６．２ インパクトの記述手法と適用タイプマトリックスの有効性と課題 
 
 本研究では、施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適用インパクトの評価に関して如何

に捉えるべきなのかを確かめるために、記述手法を提案し、ＩＴツールを適用した実事例群を対

象に記述表現を行い、適用タイプ抽出と適用マトリックスを利用したインパクト分析を行うこと

ができた。本研究で提案した記述手法と適用タイプマトリックスがＩＴツール適用インパクトを

把握する手法としての可能性を以下に述べる。 
 
 1)インパクトの記述手法の有効性 

①施工管理・実施プロセスにおいて適用フェーズ、適用プロセス、関係主体、業務内容など適

用状況について明らかにすることが出来た。(4 章) 
②文献やヒアリングから把握できたインパクトに加え、直接記述表現することによって把握で

きるインパクトについても明らかにすることが出来た。(5 章 2 項) 
③記述手法によりＩＴツールの適用タイプを抽出することが出来た。(5 章 3 項)。 
 

 2) インパクトの記述手法の課題 
①文献やヒアリング調査からＩＴツールの適用状況を把握した限界があると考えられる。 
②文献やヒアリング調査から把握できないインパクト全てを明らかにしたとはいえない。 
③インパクトの記述においてわかり易くする必要がある。例えば本研究では、情報入力の遅延

のインパクトを文章で記述しているが、遅延を記号などで簡単にわかり易く表現出来ればより

有効である。多く見られるインパクトを記号表現する方法が考えられる。 
 

 3)適用タイプマトリックスの有効性 
①施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適用タイプに基くインパクトの特徴分析とネガ

ティブ・インパクトの時系列改善分析を行いインパクトの傾向を明らかにすることができた。

(5 章 4 項、5 章 5 項) 
 

 4) 適用タイプマトリックスの課題 
①調査を行ったＩＴ適用事例数(22 事例)が多くないことから、適用タイプマトリックスにおい

て該当しないタイプが現れた。本研究における分析結果からある程度予測は可能である。例え

ば、情報系ツールが計画と施工フェーズに適用され、ゼネコンとサブコンが関わる場合には、計

画フェーズ・基本情報入力業務と施工フェーズ・実績データ収集業務において、ゼネコンがサブ

コンへＩＴ適用による負荷を転化させる傾向が予想され(ｐ127、比較分析結果④関係主体間で

のインパクトが相反する傾向から)、ゼネコンはこのサブコンへ転化された負担を解消する方法

として三つの改善領域があることを予想できる(ｐ139、ネガティブ・インパクトの改善に関す

る時系列分析結果から)。しかし、正確に把握するためには、今後、該当しないタイプの事例に

関しても、本研究で行った手順によりインパクト分析を行う必要がある。 
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②本研究の研究範囲以外(例えば、設計フェーズや維持管理フェーズ)を対象として有効性を確

かめる必要がある。記述手法において適用フェーズや関係主体などを調整し記述後、新しい適

用タイプマトリックスを抽出・利用することでインパクト分析が出来る。 
 

６．３ 本研究の成果 
 
 本研究は施工管理・実施プロセスにおいて、 
①IT ツールの特徴と建築生産における施工管理・実施プロセスの特性に関して共通認識できる

記述手法を提案し、ＩＴツール適用の特徴とそのインパクトを正確に把握する。 
②実際の IT ツール適用事例へ提案した記述手法で表現し、IT ツール適用のインパクトに関し

て分析を行いインパクトの傾向を明らかにする。 
③その後、把握できたインパクトの傾向から IT ツールの適用を試みる場合において、事前に

考慮しておくべき課題を明らかにし、インパクトを把握する手法として可能性を示す。ことを目

的としている。その成果を以下に述べる。 
 
 1) 施工管理・実施プロセスにおける IT ツール適用記述手法の提案と有効性確認(3、4 章) 
 
文献調査とヒアリング調査から、IT 適用の状況とインパクトを正確に把握するための事柄に関

して抽出後、プロセスの記述に関する既往研究(ＩＤＥＦ０等)について調べた。そして、様々な試

行錯誤の末に最終的なＩＴツール適用記述手法を提案することができた。提案した記述手法は、

ＩＴツール適用において適用されたプロセス、関係する主体、適用ＩＴツールの種類、適用され

たフェーズ、プロセスの流れなどに関して正確に記述することを試みている。 
 提案した記述手法が、上述の事柄について正確に記述できることを確認するため、2 章で行っ

た文献調査事例(22 事例)を用いて記述を行い、その有効性を確認した。(図 4-13) 
 

 
図 4-13．提案記述手法による【事例 13-1】の記述表現 
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 2)ＩＴツール適用インパクトの明示と適用タイプ抽出(5 章 2 項、3 項) 
 
ＩＴツール適用によるインパクトを明らかにするため、文献調査とヒアリング調査から把握で

きたインパクトを提案した記述手法へ表現した。この際に、文献調査やヒアリング調査では把握

できなかったインパクト内容を、新たに類推することが可能であった。(図 5-4) 
 IT ツールは情報を扱う道具であり、その適用形態が類似すると共通するインパクト特徴が現れ

ると考えることができる。そこで、４章で記述表現を行った IT ツール適用事例を基に、ＩＴツー

ルの種類、適用フェーズ、関係主体の観点から IT ツール適用タイプを抽出することが出来た。

(表 5-1) 
 

 
図 5-4．【事例 2】におけるインパクト記述と把握 

 

 
表 5-1．ＩＴ適用の特徴による適用タイプ分類(＊表の中の数字は事例番号を表す) 

 
 
 
 

ツールの種類 関係主体 フェーズ 事例群

計画 施工 計画・施工 準備・施工 計画･準備・施工

ゼネコン 6 4,5,14,16 12 Ａ

情報系ツール 外部＋ゼネコン 9 Ｂ

ゼネコン＋サブコン 3,8,15 17,20-2 Ｃ

情報系ツール オペレータ 2,11 Ｄ

＋ ゼネコン＋オペレータ 1 18 7 Ｅ

機械系ツール ゼネコン＋オペレータ＋サブコン 10 13-1,13-2,19,20-1 Ｆ
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 3) ＩＴツール適用タイプに基いた分析によるインパクトの特徴・傾向明示(5 章 4 項) 
 
 分類したタイプを用いて、ＩＴツール適用の特徴によるインパクトの特性や傾向を把握するた

め、各タイプの分析とタイプ別インパクトの比較分析を行った。この際、肯定的な評価をポジテ

ィブ・インパクト、否定的な評価をネガティブ・インパクトと捉え分析した。 
各タイプ分析結果、インパクトの傾向として、①ＩＴツール適用のポジティブ・インパクトが

出る対象は、大部分がゼネコンである。②ポジティブ・インパクトの主な内容は、情報業務の自

動化、外製化と情報の一貫的利用である。③ＩＴツール適用のネガティブ・インパクトが出る対

象は、ゼネコンの他、サブコンに多くある。④大部分のネガティブ・インパクト内容は、情報の

入力・集計・分析手間であることを明らかに出来た。(表 5-9) 
 

 

表 5-9．各タイプの分析結果 
 
 タイプ別インパクト比較分析結果では、①適用ＩＴツールと適用フェーズの問題は、関係主体

の問題に移る傾向がある。②関係主体のインパクトは主体間の役割分担の問題に帰せられ、費用

や手間の分担によりコンフリクト(相反性)がある。③ポジティブ・インパクトは外製化などによ

るゼネコン或いはオペレータにあるが、その費用と手間はオペレータ或いはサブコンが片務的に

負担している実態がある。④コンフリクト・インパクトの例外として、業務実行の手間を他の関

係主体に転化するが、ガードマンや専属員を雇用し費用を自ら払う場合がある傾向を把握するこ

とが出来た。(表 5-11) 
 

 
表 5-11．タイプ別インパクト比較分析結果 
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 4) ネガティブ・インパクトの改善分析によるインパクトの特徴・傾向明示(5 章 5 項) 
 
 ＩＴ適用タイプに基いたインパクトの分析結果、全ての主体・フェーズにおいてポジティブ・

インパクトは難しく、あるポジティブ・インパクトに対してネガティブ・インパクトが発生する

コンフリクト・インパクトも見られた。上記の事を考えつつネガティブ・インパクトが如何に改

善されたのかについて、時系列的に分析を行った。 
 時系列分析結果、①ＩＴ適用による負荷をゼネコンが全て担っていたが、次第に関係主体(特に

サブコン)へ負担を転化する傾向がある。②ゼネコンは、関係主体に片務的に転化された負荷を軽

減・解消しようとする方向へ努力が払われている傾向があることが明らかになった。(表 5-19) 

 
表 5-19．ネガティブ・インパクトの改善傾向と具体的な内容 

 
 5) インパクトの傾向によるＩＴツール適用における課題の明示(6 章 1 項) 
 
 インパクトの分析により、ＩＴツール適用におけるインパクトの傾向について明示出来た。そ

の内容を踏まえ、施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適用の課題は以下であることが明

らかになった。 
 ①ＩＴツール適用におけるパッケージに関して整理する必要がある。 
 ②ＩＴツール適用の主な受益者であるゼネコンが正当に負担する必要がある。 
 ③ＩＴツールの機能を向上させ、ツール適用の負荷を低減させる必要がある。 
 ④情報を一貫的に利活用する必要がある。 
 
 6)インパクトの記述手法と適用タイプマトリックスの有効性と課題明示(6 章 2 項) 
 
 本研究では、施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適用インパクトの評価に関して、如

何に捉えるべきなのかを確かめるため提案した記述手法と適用タイプマトリックスは、本研究の

研究範囲で有効性を見出すことが出来たが、限界や今後の課題についても明らかにすることが出

来た。 
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 7)本研究の成果のまとめ 
 
 本研究は施工管理・実施プロセスにおけるＩＴツール適用インパクトの評価に関する研究とし

て、IT ツールの特徴と建築生産における施工管理・実施プロセスの特性に関して共通認識できる

記述手法を提案し、ＩＴツール適用の特徴とそのインパクトを正確に把握することができた。そ

の後、実際の IT ツール適用事例へ提案した記述手法で表現し、肯定的な評価をポジティブ・イン

パクト、否定的な評価をネガティブ・インパクトと捉え、IT ツール適用のインパクトに関して分

析し、その傾向を明らかにすることができた。そして、把握できたインパクトの傾向から IT ツー

ルの適用を試みる場合において、事前に考慮しておくべき課題を明らかにし、インパクトを把握・

評価する手法として本研究で提案した記述手法の可能性について明らかにすることが出来た。本

研究の成果を基に今後、施工管理・実施プロセスへのＩＴツール適用において、関係主体皆が全

プロセスでネガティブなインパクトが削減・解消されていく理想的な未来を導きたいと思う。 
 
６．４ 今後の課題 
  
 本研究における今後の課題として、以下を述べることが出来る。 
 
 1)インパクトの記述手法における課題 
 インパクトの記述においてわかり易くする必要がある。例えば本研究では、情報入力の遅延の

インパクトを文章で記述しているが、遅延を記号などで簡単にわかり易く表現出来ればより有効

である。多く見られるインパクトを記号表現する方法が考えられる。 
 
 2)適用タイプマトリックスにおける課題 
調査を行ったＩＴ適用事例数(22 事例)が多くないことから、適用タイプマトリックスにおいて

該当しないタイプが現れたが、本研究で行った手順による分析は可能と思われる。今後、該当し

ないタイプの事例に関してもインパクト分析を行う必要がある。 
また、本研究の研究範囲以外(例えば、設計フェーズや維持管理フェーズ)を対象として有効性

を確かめる必要がある。記述手法において適用フェーズや関係主体などを調整し記述後、新しい

適用タイプマトリックスを抽出・利用することでインパクト分析が出来る可能性がある。 
 
 3)インパクトの傾向によるＩＴツール適用における課題 
 ＩＴツール適用における課題を本研究では明らかにし、課題を解消するための方法について幾

つか明示している。しかし、明示した内容に関して詳細に考察を行い、施工管理・実施プロセス

へのＩＴツール適用の障害を打破する必要があると思われる。 
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＜貼付資料１－ヒアリング調査設問シート＞ 
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１．第 1 期(2010 年に 3 回)のヒアリング調査設問用紙 
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２．第２期(2011 年に 1 回、2012 年に 3 回)のヒアリング調査設問用紙 
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＜貼付資料２－ＩＴツール適用事例のインパクト記述表現＞ 
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【事例 1】クレーン衝突防止システム(1985)57 

 
図．【事例１】におけるインパクト記述表現 

 

 

57工事管理に於けるパーソナルコンピュータの活用、山下純一他 3 名、第 1 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ93~96、1985 
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【事例 2】スリップフォーム精度管理及びコンクリート若令強度管理システム(1986)58 

 

図．【事例２】におけるインパクト記述表現 

58 スリップフォーム工法現場における精度管理等を支援するパーソナルコンピュータの利用、堤和敏他 1 名、第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、ｐ113~116、

1986 
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【事例 3】労務管理システム(1986)59 

 
図．【事例３】におけるインパクト記述表現 

 

 
 
 

59建設現場における労務管理システム、小森一宇他 1 名、第 2 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ133~136、1986 
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【事例 4】ハンディーターミナルを用いた室内仕上げ管理システム(1988)60 

 
図．【事例４】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 
 
 

60作業所に於けるパソコン入出力方法の改善、日下哲他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ209~212、1988 
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【事例 5】バーコードシステムによる仕上げ管理システム(1988)61 

 
図．【事例５】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 
 

61 バーコードシステムによる仕上げ管理システムの開発、鶴家健他 1 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ213~218、1988 
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【事例 6】資材搬入計画システム(1988)62 

 
図．【事例６】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 
 
 

62資材搬送システムの開発(第一報)－資材搬入計画システム－、小畑政雄他 3 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ245~248、1988 

167 
 

                                                   



【事例 7】揚重予約・実績管理システム-現場員入力用-(1988)63 

 
図．【事例７】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 

63揚重予約・実績管理システムの開発、森田真弘他 4 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ249~252、1988 
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【事例 8】汎用型 ID カード就労管理システム(1988)64 

 
図．【事例８】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 
 
 

64汎用型 ID カード労務管理システムの開発と実施－作業所に於ける実際の運用結果の報告－、渡守武晃他 4 名、第 4 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建

築学会、ｐ261~264、1988 
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【事例 9】仕上げ工事チェックシステム-通信処理タイプ-(1989)65 

 
図．【事例９】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 

65仕上げ工事チェックシステム(通信処理タイプ)の開発と運用、遠藤嘉之他 1 名、第 5 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ193~196、1989 
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【事例 10】タワークレーンスケジュール管理システム(1990)66 

 
図．【事例１０】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 

66 タワークレーンスケジュール管理システムの開発、魚住敏和他 3 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ61~66、1990 
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【事例 11】揚重管理システム-仕上げ工事進捗管理-(1990)67 

 
図．【事例１１】におけるインパクト記述表現 
 
 
 

67揚重管理システムの開発、津々楽常男他 2 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ91~96、1990 
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【事例 12】仕上げ工事進捗管理システム(1990)68 

 
図．【事例１２】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 

68進捗管理システムの開発と運用、山崎雄介他 2 名、第 6 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ139~144、1990 
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【事例 13-1】揚重予約調整・実績管理システム-業者入力用-(1992)69 

 
図．【事例１３－１】におけるインパクト記述表現 
 
 
 

69資材揚重及びスケジューリングシステムの開発、森田真弘他 3 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ319~326、1992 
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【事例 13-2】揚重スケジューリングシステム(1992)70 

 
図．【事例１３－２】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 

70資材揚重及びスケジューリングシステムの開発、森田真弘他 3 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ319~326、1992 
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【事例 14】パームトップ型コンピュータ利用による仕上げ工事チェックシステム(1992)71 

 
図．【事例１４】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 

71 パームトップ型コンピュータ利用による仕上工事チェックシステムの開発、森康久他 1 名、第 8 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ

327~332，1992 
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【事例 15】機材使用状況把握システム(1994)72 

 
図．【事例１５】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 OA 化による現場日常管理システムの実装とその効果、半谷信彦他 2 名、第 10 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ457~464，1994 
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【事例 16】携帯端末を利用した現場管理システム(1995)73 

 
図．【事例１６】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 

73施工現場における情報管理と携帯端末の役割、平林裕治他 1 名、第 11 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ231~236、1995 
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【事例 17】資材搬入管理及び建方計画管理システム(1995)74 

 
図．【事例１７】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 
 
 

74資材搬入管理及び建方計画管理システムの開発(その 1)、松並孝明他 4 名、第 11 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ251~256、1995 
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【事例 18】仕上げ材搬送管理システム(1996)75 

 
図．【事例１８】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 
 
 
 

75超高層ビルにおける仕上材搬送管理、吉野恭司他 4 名、第 12 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ225~232、1996 
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【事例 19】揚重管理システム(1996)76 

 
図．【事例１９】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 

76揚重管理システムの開発－パーソナルコンピュータを利用した資材揚重管理－、山本伸雄他 5 名、第 12 回建築生産と管理技術シンポジウム、日本建築学会、ｐ

233~238、1996 
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【事例 20-1】物流計画管理システム-揚重計画管理システム＋施工データ管理システム-(1997)77 

 
図．【事例２０－１】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 

77建設作業所における物流計画管理システムの構築－ロジスティクス一貫システムの開発－、竹尾健一他 1 名、第 13 回建築生産シンポジウム、日本建築学会、ｐ

197~204、1997 
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【事例 20-2】物流計画管理システム-搬出入管理システム-(1997)78 

 
図．【事例２０－２】におけるインパクト記述表現 
 
 
 
 
 

78建設作業所における物流計画管理システムの構築－ロジスティクス一貫システムの開発－、竹尾健一他 1 名、第 13 回建築生産シンポジウム、日本建築学会、ｐ

197~204、1997 
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