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1. 当社の「作業所IT化への取組」について



スマートフォンやタブレット端末などスマートデバイスの普及や進
化とともに、スマートデバイスを様々な現場で活用する企業が増加し
ている中、弊社において生産性向上が喫緊の課題となりました。そこ
で、タブレット端末としてiPadを作業所へ導入するとことを決定し、
2017年５月よりiPadの作業所への配布を開始しました。
この「作業所IT化への取組」にて、弊社の作業所が現在どの様な形

でタブレット端末（iPad）を使用しているか紹介します。

a. はじめに



b. 主な利用方法
・映像通信 ・写真、メモ書き

・メール ・図面、資料閲覧

等々…



c. 現場担当者とiPad

• 肩掛けケースを使用
してiPadを携帯



2. iPad活用事例



• 現地の状況を映像によ
り確認することが出来
る。

神奈川県保土ヶ谷区（作業所） 東京都新宿区（本社）

a. 現場施工状況を映像にて報告
・現場の状況を離れた場所へリアルタイムで報告



• 現場担当者はその場で現場の状況を報
告できるため、現場と事務所間の移動
の時間が削減される。

・事務所PCの表示



b. 現場での確認内容の記録
・現場状況の写真に確認事項のメモをする



・対象物の写真を撮影し、メモを記入



• 打ち合わせの
ホワイトボード内容の写真を保存

・毎日の工事打ち合わせの内容を写真撮影にて記録

毎
日
の
打
合
せ
内
容
を
日
付
け
を
付
け
て
整
理



・他業者と打ち合わせ



クラウドサーバー

事務所PC iPad

・これらのデータは個人のクラウドサーバーに保管されるため、事務所PCとiPadで
内容の確認ができる



Aさんの
クラウドサーバー

Bさんの
クラウドサーバー

iPad（Bさん所有）iPad（Aさん所有）

・個人のクラウドサーバー内のデータを共有すれば、それぞれが内容の
書き込みや確認をすることができる



所長の
クラウドサーバー

所長のiPad

作業所（a）用データ 作業所（ｂ）用データ

作業所（a）社員のiPad 作業所（ｂ）社員のiPad

・複数作業所を兼任している所長が情報共有ツールとして使用している



・メール受信の通知表示

• メールを受信するとiPadロック画面
に通知が表示される。

c. メールの確認



・外出先でもOutlookメールの確認ができる



・メール返信が可能



・インフォメーション
d. 社内イントラネット

• 『インフォメーション』
グループ会社を含めた社員に広く
情報を提供する掲示板



・インフォメーション



・インフォメーション



・インフォメーション

• 作業所IT推進事務局が現場訪問して、iPadの活用状況を取
材し、3ヶ月に1回社内に発行しているかわら版。



・自分のスケジュール
e. 個人のスケジュールを確認



・他社員のスケジュール



・全体朝礼後の当社のみで行う朝礼
f. プロジェクターを使用した朝礼

• 当日の周知事項を現場壁面
に投影



・朝礼風景



・朝礼風景



・プロジェクター投影方法（iPadと小型プロジェクターを接続）

• 小型プロジェクター
（大きさ名刺2枚分）を使用



・プロジェクター投影の様子
• 1人が投影し、もう1人が周
知事項の発表行う。



・作業内容、作業範囲をプロジェクター投影にて説明



・配管作業員に施工ポイントの説明
• 職長と作業員の両方の視点での
チェックポイントを記載



・作成資料例：スリーブチェック図（スリーブ図+写真帳票）
g. 図面管理ソフトを使用した資料の作成



・図面上の写真アイコン№と、写真帳票№は連動



※弊社採用アプリ、図面管理ソフト「スパイダープラス」
図面をクラウドサーバーに保存することで、iPadでの図面閲覧を可能にし、
写真帳票など資料作成を現場で行うことができるアプリ



・現場でiPadを使用して図面データを閲覧



・図面上の撮影箇所をタップしカメラ起動、写真を撮影



・PC操作でExcel出力



・測定点平面図+記録用紙
h. Bluetooth対応風速計による風量測定



・PC操作で図面上に測定点の情報を事前入力



・iPadとBluetooth対応風速計



・iPadで測定点をタップし、風量測定開始



・測定の様子



・iPad図面上の測定点に風量が自動入力



・Excelデータ出力で、測定点の図面と測定記録表が表示

測定点平面図 測定記録表



3. これまでの取組結果、展望
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iPadの配布台数

※第1回iPad配布（75台）
各支店に問合せを行い、配布者を決定。
支店が任意に指定した社員に配布。

※第2回iPad配布（59台）
現場で動く若年層（10年目まで）を対象に絞りiPadを配布。
以降は希望者へ配布を行うこととした。

※現在
作業所配属社員の約72％
がiPadを所有。

約10ヶ月

a. iPadの配布台数



問.どの様な業務で使用していますか？
b. 使用者の声① ※第1回iPad配布（75名）後のアンケート結果より
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①現場管理

②就労管理

③ﾒｰﾙ回覧

④検査対応

⑤特にない



問.どれほどの時短効果を感じますか？
1名 1%

9名 12%

30名 40%

30名 40%

1名 1% 4名 5%

①週６時間以上の時短効果 ②週３～５時間の時短効果
③週１～２時間の時短効果 ④週30分未満の時短効果
⑤逆に業務時間が増えた ⑥未回答

c. 使用者の声② ※第1回iPad配布（75名）後のアンケート結果より

• 90％以上が時短効果
を実感している



アプリ制作メーカーとの協力などによって、社内書類をiPadで行え
る様に今後進めていく予定。例として、集合工事における小規模物件
では、利益、品質、安全の報告書がiPadで簡易的に作成出来る様にす
ることを検討中。

d. 今後の展望
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