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【最新ソリューション：現場適応法】 

フィールド業務高度化を実現する 
巡回点検モバイルソリューション 

 

大坂システム計画株式会社 大坂 宏 

 

 

1. はじめに 

月刊「計装」2013 年 1 月号で「新たな展開を迎

える運転部門の業務高度化ソリューション」とし

て St James Software 社製の運転管理システム

「j5」を紹介した。その中で、今後期待されるフィ

ールド業務の高度化事例として、巡回点検機能と

申送り機能そしてモバイル端末を連携した統合的

な巡回点検アプリケーションの構築に触れている。

本稿では、すでに、国内の生産現場で稼働してい

る j5 モバイルソリューションの巡回点検アプリケ

ーションについて紹介する。 

 

2. 運転部門のフィールド業務 

生産現場のフィールド業務は、運転員による

SU/SD、運転変更調整、巡回点検、品質管理サン

プリング、工事準備・立会などのさまざまな作業

から成る。その作業時間の合計は、運転員の就業

時間の半分以上を占めていると言われており、フ

ィールド業務の省力化、効率化はどこの企業にお

いても重要なテーマである。 

一方、運転部門を取り巻くビジネス環境も大き

く変化している。コスト削減要求の伴う要員の削

減、運転課の統合、設備の老朽化、ベテラン社員

の退職に伴う若手運転員への技術伝承などの運転

部門の課題は山積している。さらに、運転業務の

みならず、操業管理やコンプライアンス管理にも

関わらなければならず、運転部門への要求は年々

厳しくなってきている。（図 1） 

このような背景のなかで、弊社

は国内で 2009 年から運転管理高

度化ソリューション「j5」を提供

しており、運転のマネジメントシ

ステム（運転方針、業務プロセス、

役割と責任などを管理し、継続的

に改善するための枠組み）の適正

化を提案し多くのユーザに採用さ

れている。特に最近は、モバイル

ソリューションを活用したフィー

ルド業務の高度化にも力を入れて

いる。（図 2） 

 
3. j5 巡回点検アプリケーション 

(1) 巡回点検のシステム化 

プロセス産業の運転部門におけ

る巡回点検業務は、最も網羅的、

かつ頻度の高い現場点検の行為で

運転部門の
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• 巡回点検
巡回点検指示＋巡回点検報告

• 運転要領書
運転要領＋チェックリスト

目的：フィールド業務管理プロセスの確立

• フィールド業務のノウハウの固定化
• モレのない正確な作業指示の実現
• フィールド作業記録を運転報告に一元化
• 電子化による検索、傾向監視環境の強化

図 1 運転部門を取り巻く環境の変化 

図 2 弊社が取り組むフィールド業務の高度化領域とその目的
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ある。また、早期に設備・機器の不調・不具合を

確認できる行為でもある。運転部門の作業分析を

すると巡回点検業務に費やされる時間は非常に多

いため、これまでも多くのシステム化の要求があ

ったが、優秀な日本の運転員のスキルやノウハウ

をシステムに取り込むことは難しいとされてきた。 

しかし、近年、運転業務ワークフローの標準化

や高機能のモバイル端末出現により、巡回点検シ

ステムは現場機器の管理を中心に普及することが

期待されている。j5 巡回点検アプリケーションは

文字通り、運転員の巡回点検業務に対して的確な

指示を与えるとともに、フィールドの状況を確実

に収集する巡回点検支援モバイルソリューション

である。 

(2) 巡回点検アプリケーションの構成 

j5 巡回点検アプリケーションは、図 3 に示すよ

うに「巡回点検計画作成」、「巡回点検データ入力」

「巡回点検結果報告」の 3 機能からなる。巡回点

検計画作成はベテラン運転員により巡回点検の点

検ルート、点検項目、点検頻度などを設計する機

能である。巡回点検データ入力はモバイル端末上

で運転員の点検データ収集作業を支援する機能で

ある。巡回点検結果報告は、巡回点検の結果を整

理し、各種レポートを作成する機能である。 

j5 巡回点検アプリケーションは、j5 プラットフ

ォーム上で単独で機能するアプリケーションであ

るが、弊社では j5 の運転管理コアアプリケーショ

ン「運転指示」、「運転ログ」、「運転報告」と組み

合わせることを推奨している。巡回点検結果を運

転報告に自動的に添付することで、運転スタッフ

や課長のいる運転事務所への報告の徹底や申し送

りへの活用による運転管理の強化が期待される。 

j5 の運転管理コアアプリケーションについては

月刊「計装」2013 年 1 月号で「新たな展開を迎え

る運転部門の業務高度化ソリューション」を参照

のこと。 

(3) 巡回点検アプリケーションの運用イメージ 

j5 巡回点検アプリケーションを使ったプロセス

産業の一般的な巡回点検業務の運用イメージを図

4 で説明する。 

① ベテラン運転員や運転スタッ

フは運転管理や設備管理から

の要求、過去の経験をもとに

巡回点検業務を設計し、課長

の承認を得て合意された巡回

点検計画をサーバに登録する。 

② 一般的にプロセス産業では毎

日決められた時間に巡回点検

を実施するがシステムは指定

時間になると対象装置ごとに

自動的に巡回点検指示を生成

する。 

③ 運転員は Wi-Fi 環境の計器室

においてモバイル端末に巡回

点検指示をダウンロードする。 

④ モバイル端末を持参しフィー

ルドに出て巡回点検指示に従

い、現場異常状態や機器の作

動状況を確認し、フィールド

データを収集し、モバイル端

末に入力する。 

⑤ 巡回点検が完了したら、計器

室に戻り、巡回点検結果をサ

ーバにアップロードする。 

j5巡回点検アプリケーション

運転ログ

巡回点検
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図 3 j5 巡回点検アプリケーションの構成 

図 4 巡回点検アプリケーションの運用イメージ 
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⑥ アップロードされた巡回点検結果をもとに巡

回点検レポートを作成し、班長の承認を得た

のち、各班の運転報告に巡回点検結果を添付

する。 

⑦ 課長、運転スタッフ、また各種主任技術者は

各班の巡回点検結果を確認し承認する。また、

週間レベルで巡回点検状況をダッシュボード

で確認し、バッドアクターやフィールドデー

タの傾向監視を行う。 

⑧ さらに、サーバ上の巡回点検結果をプロセス

ヒストリアンに送出することで、プロセスヒ

ストリアン上でフィールドデータの傾向監視

を可能にする。 

(4) 巡回点検アプリケーションを使った業務フロ

ー 

j5 巡回点検アプリケーションは単に、モバイル

端末上でフィールドデータを収集する機能を提供

するだけではなく、巡回点検業務を巡回点検計画

作成、巡回点検データ入力、巡回点検結果報告に

分け、関係するステークホルダ（運転員、班長、

運転スタッフ、各種主任技術者、課長、システム）

の役割と責任を明確にし、ワークフローに従って

業務が流れるように設計されている。各ステーク

ホルダの役割と業務のフローを図 5 にまとめる。 

(5) 巡回点検アプリケーションの主要機能 

j5 巡回点検アプリケーションの主要機能を表 1

にまとめる。j5 巡回点検アプリケーションはプロ

セス産業の巡回点検に特化したアプリケーション

で、運転員が行ってきた作業やベテラン運転員の

ノウハウを取り込みシステム化している。j5 サー

バとモバイル端末で機能を分割し、Wi-Fi 環境の計

器室でお互いのデータを同期するように設計され

ている。また、フィールドは Wi-Fi 環境が構築さ

れていないケースがほとんどのため、Wi-Fi 環境が

なくても巡回点検データ入力作業が継続できるよ

うに工夫されている。 

巡回点検のデータモデルはアプリケーションの

中核機能である。整理されていない巡回点検デー

タを分析し、データモデルを使って標準化するこ

とが巡回点検アプリケーション導入の最も重要な

ポイントである。弊社では j5 アプリケーションの

提供だけではなく、フィールド業務高度化コンサ

ルテーションをとおして、巡回点検業務改善を提

案ができる体制をとっている。 

図 5 巡回点検アプリケーションの業務フロー
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分 類 機 能 j5サーバ モバイル端末

巡回点検
計画作成

巡回点検データモデル ○

巡回ルート設計機能と課長による設計承認機能 ○

巡回点検スケジュール設定機能 ○

目標管理設定機能（上下限値管理など） ○

巡回点検データタイプ（数値、選択肢、テキスト） ○

巡回点検データタグ化機能 ○

巡回点検データテンプレート機能、リビジョン管理機能 ○

巡回点検
データ入力

巡回点検指示自動生成機能 ○

巡回点検データダウンロード、アップロード機能 ○ ○

ログインユーザによる巡回点検対象絞り込み機能 ○ ○

Wi-Fiのない環境下での動作継続 ○

セクション・機器データ入力スキップ機能 ○

巡回点検要領閲覧機能 ○ ○

写真・コメント入力機能 ○

キーパッドデータ入力 ○

目標管理チェック機能 ○

スパークラインによる過去データ参照機能 ○

巡回点検
結果報告

巡回点検ステイタス管理機能 ○ ○

巡回点検pdfレポート作成機能 ○

班長によるコメント入力機能と巡回点検承認機能 ○

巡回点検結果の運転報告への追加 ○

課長、各種主任技術者によるによる巡回点検確認機能 ○

巡回点検ダッシュボード、タグエクスプローラ機能 ○

巡回点検結果のプロセスヒストリアンへの送出機能 ○  

 

タイトルフィルタ

期間中フィルタ

再読み込み

画面展開アイコン

スケジュール時刻

サーバ接続ステイタス
●：接続中
●：切断中（端末データ変更有）
●：切断中（端末データ変更なし）

巡回点検ステイタス
✓ ：班長承認済
● ：巡回点検完了（異常なし）
● ：巡回点検完了（異常あり）
● ：進行中
● ：開始待
● ：キャンセル

巡回点検タイトル

「今日」表示エリア

「直近3日間」表示エリア

セクション有効
YES/NO ボタン

機器状態
ON/OFF ボタン

スパークライン
過去7日間分

機器名

項目名

管理値

単位

巡回点検サマリ情報

測定データ入力エリア

セクション名

データ入力  
 
 

(6) 巡回点検アプリケーションのモバイル端末 

モバイル端末の進歩は目覚ましい。モバイル端

末の選定にあたっては、性能、携帯性、視認性、

使い勝手、汚れや天候への対応、防爆、バッテリ

寿命、サポート体制などさまざまな考慮が必要で

ある。j5 巡回点検アプリケーションは、Android

と iOS 上で動作するように設計されており、最新

のモバイル環境で動作が可能である。 

図 6 に 7”タブレット上で動作する巡回点検アプ

リケーションの画面の一部を示す。 

(7) 巡回点検アプリケーションのレポート 

巡回点検アプリケーションは各種レポートを提

供している。班長による巡回点検承認のタイミン

グで巡回点検結果は巡回点検レポートとして生成

する。このレポートは、サマリ情報、管理値、管

理値異常、データ収集スキップ機器が一目で分か

るようになっている。また、j5 ダッシュボード機

能を利用して、巡回点検実施状況を集計する巡回 

表 1 j5 巡回点検アプリケーションの主要機能

図 6 モバイル端末上の画面例（左側：巡回点検メニュー、右側：測定データ入力画面）
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管理値異常

管理値

サマリ情報

異常データ数トレンド

ワースト異常項目10タグ

タグエクスプローラに対し
てドリルダウン

異常データ件数

巡回点検実施状況

測定スキップ

 

 

 

点検ダッシュボードを提供する。指定期間の巡回

点検実施状況を可視化し、改善可能な個所を浮か

び上がらせる仕組みである。 

図 7 に巡回点検レポートと巡回点検ダッシュボ

ードの例を示す。 

(8) 巡回点検アプリケーションのおもな効果 

巡回点検の業務フローを整備し、管理レベルを

改善する各種機能を盛り込むことで、以下の効果

が期待される。 

 ベテラン運転員のノウハウの固定化 

 モレのない正確な巡回点検指示とその実施 

 巡回点検結果を運転報告に一元化することで

巡回点検結果レビューの効率化 

 巡回点検業務の可視化 

 フィールドデータ電子化による検索、傾向監

視の強化 

 

4. 巡回点検アプリケーション導入事例 

国内プロセス産業の A 社では 2013 年、運転部

門に j5 巡回点検アプリケーションを導入した。A

社の工場では運転員の年齢構成にバラツキがあり、

世代交代を円滑にはかるために、ベテラン運転員

のノウハウをシステム化することを導入の目的と

した。導入対象の運転部門の概要は表 2のとおり。

導入後、4 か月が経過し、システムは順調に稼働し

ている。ベテラン運転員のノウハウの固定化、班

長・運転スタッフによる巡回点検結果レビューの 

 

運転グループ人数 約50名

1班あたりの運転員数 11名

装置数 20+

1 日あたりの巡視点検数 約20

平均巡回点検実施時間 60〜90分

巡回点検対象機器数 約300（スタンバイ含む）

1日あたりのフィールドデータ収集点数 約800点（スタンバイ含む）

導入モバイル端末数 10台（予備含む）

導入効果
• ベテランノウハウの固定化
• 班長・運転スタッフによる巡回点検結果レビューの強化
• 機器データの傾向監視強化
• 年間約3,000シートの巡回点検用紙の削減  

 

 

 
 
強化、機器データの傾向監視強化、年間約 3,000

シートの巡回点検用紙の削減などの効果が報告さ

れている。（写真 1） 

図 7 巡回点検レポートと巡回点検ダッシュボード

表 2 システム化対象巡回点検の規模と導入効果

写真 1 計器室内で充電中のモバイル端末 
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5. 今後のフィールド業務高度化の取り組み 

弊社ではフィールド業務高度化のもう一つの領

域として、運転要領書にもとづくフィールド作業

のモバイル化を進めている。運転要領書を整備し、

フィールド作業をチェックリストなどの形式でデ

ータベース化し、モバイル端末にダウンロードす

ることで、フィールド作業指示を電子化する仕組

みである。かなりのフィールド作業はボードマン

とフィールドマンが協調して実現されるため、フ

ィールドにも Wi-Fi 環境を構築し、相互でコミュ

ニケーションを取りながら作業を進めることを目

指している。また、インフォメーションボードな

どの可視化技術を使って、フィールドの状況を可

視化する実証テストも計画している。（図 8） 

 

6. おわりに 

今回は、フィールド業務高度化を実現する巡回

点検モバイルソリューションとして j5 巡回点検ア

プリケーションを紹介した。生産現場のモバイル

ソリューションは、フィールド業務のパラダイム

をシフトできる技術であるが、その成功にはフィ

ールド作業のデータベース化、PDCA とマネジメ

ントレビューを確実に回す業務プロセス、モバイ

ルやネットワークなどのインフラ技術のバランス

のとれた実現が欠かせない。今後もモバイルソリ

ューションを単なるモバイル端末の導入に留めず、

フィールド業務の高度化を達成し、運転部門のス

キルレベルの向上につながるソリューションの提

供に貢献したい。 

参考資料 

(1) 大坂：「新たな展開を迎える運転部門の業務高

度化ソリューション」 

計装 2013 年 1 月号/工業技術社 

(2) St James Software 社ホームページ 

 

図 8 フィールド作業チェックリストの電子化
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