
「待ったなし」の現場を救え！
～建設現場の働き方改革を実現する最適なITツールとは！？～

人手不足と長時間労働の是正が喫緊の課題である「建設現場」。この課題解決のために、近年推し
進められているのが現場の IT化だ。

しかし、現場には必ずしも適切な IT 環境がそろっているとは限らない。そこではパソコンの前で
座って作業することを想定して作られたソフトウェアとは異なり、現場にいながらリアルタイム
かつ、タブレットなどから誰もが簡単に使える機能性が求められる。
そんな建設現場の業務効率化を目指し MetaMoJi が提供しているのが、デジタル野帳アプリ
「eYACHO for Business( 以下、eYACHO)」だ。

大林組と共同開発を行い、2015 年にリリースされて以降、大手ゼネコンをはじめ 300 社以上に導
入されている。

手書きで誰もが簡単に使えるインターフェースをベースに、帳票テンプレート作成により各種検査・
安全書類も現場で完結。さらに、リアルタイム伝搬技術である「Share（シェア）」により、遠隔地
でも複数人でのリアルタイムなやりとりが可能だ。

これまで IT 活用が難しかった建設現場をターゲットに、さらなる生産性の向上を目指して開発した
「eYACHO」。その開発に対する当社の思いを紹介する。

■人手不足と長時間労働が深刻な建設現場

建設業界は近年、深刻な人手不足が続いている。
「現場」での業務のみならず、事務所に戻ってからの残業時間の増加も課題となっており、他業種と比較しても
建設業の実労働時間は格段に長い。
現場の長時間労働の原因の一つとしては、現場のIT化がきちんとなされていないことが考えられる。図面や
測量機器、デジカメ、黒板等の持ち運び、忘れ物があったら事務所に取りに戻ることもあるだろう。現場での
手帳へのメモ書き、指示出し、打ち合わせ、点検……すべて紙で行ってはいないだろうか。
電子化作業は事務所に戻ってパソコンで、となると現場が終わった後の残業時間を利用して作業を続けざるを
得ないのだ。

■タブレット端末の活用が進むも新たに顕在化する課題

このような課題を解決する手段として最適なのが、現場に持ち運び可能なタブレット端末を利用した「現場」の
IT化である。
タブレット端末を利用することで、現場の様々な業務を電子化し、事務所に戻らずに業務が可能となるが、現場を
IT化するツールとしては、誰もが使いやすく、なるべく少ないアプリで実現することで、現場のIT化の負担をでき
るだけ軽減する必要がある。

■「現場は待ったなし」！「現場」での使いやすさにこだわった「eYACHO for Business」

「eYACHO」は大林組と共同開発をしている現場向けデジタル野帳アプリだ。建設の「現場」で必要なIT化の

ノウハウとユーザインターフェースにこだわった使いやすさを実現し、今では300社以上に導入されている。
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「現場はまったなし」すべての業務において現場の停滞は許さ
れない。
「eYACHO」の利用により、紙の野帳＋ペンの組み合わせが
タブレット（eYACHO）とスタイラスペンに置き換わるだけで、
今まで通り「さっと」手書きで状況を書き留めておくことがで
きる。
また、タブレットのカメラ機能を利用して写真、動画を組み合
わせることで、さらに詳しく的確に状況の記録でき、場合に
よってはそのまま指示書を作成し、指示内容を即座にデータで
伝達することも可能になる。

もちろんテキスト文字の入力も可能だ。ソフトウェアキーボー
ドでのタッチ入力ではなく、手書きでテキストに変換する
「建設mazec(マゼック)」を搭載。
手書きで文字を書いていくと、即座に専門用語を推測変換して
入力が可能となる。実に3万語以上の建築・土木・設備・環境調
査に関する専門用語があらかじめ搭載されているので、スピー
ディーに入力できる。

図面やさまざまな資料のペーパーレス化も容易である。
「eYACHO」ではそれらの資料はただ「見る」だけではない。
図面をベースに気が付いた点を直接書き込んでフィードバッ
クしたり、現場にいながら翌日の配置計画や朝礼資料等を作成
したりすることができる。重機や看板等のスタンプも豊富に
揃っており、縮尺（スケール）の設定も可能なので、わざわざ事
務所に戻って、パソコンを起動してソフトを立ち上げて……と
いうようなことも必要ない。「現場」で完結させることができる
のである。

プルダウンで選択、現場で入力可能

配置計画図の例

建設用語を効率的に入力できる「建設mazec」

手書きメモに写真や動画を組み合わせた記録が可能
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現場ではさまざまな帳票も扱うだろう。
「eYACHO」を利用すると、今まで利用していたフォーマットを流用しながら、プルダウン選択での入力や写真の
直接登録も可能だ。承認印機能も搭載しているので、クラウドを通してそのまま上長の承認を得ることもできる。

承認印機能



「eYACHO」でとりわけ特徴的な機能が「Share」機能だ。
お互いに離れた場所にいても、リアルタイムに同時編集が可能
で時間・空間を超えたノート編集、情報共有が可能となる。
現場の担当者、事務所の所長はそれぞれその場所にいながら、
現場で撮影し即座に共有された写真に対して書き込み合うこ
とで、お互いに離れた場所にいても、まさに顔を突き合わせて
いるかのように打ち合わせが完了する。
従来のやり方ではトータル1時間かかっていた業務が、移動時
間が削減できることにより、で20分程で完了した事例もある。
また、打ち合わせ内容は手元に残っているので、認識の違いも
ない。

「Share」機能を昼夜作業の「引き継ぎ簿」として活用している
事例もある。今までは事務所に大学ノートを置いておき、
それぞれの業務が終わった後に事務所に戻って手書きで書き
込み、写真などがある場合は印刷してのりで貼り付けているこ
ともあるだろう。

■「もう紙の野帳には戻れない」

これは当社の製品を導入した大林組の社員が語った言葉である。これこそ現場の声を聞き、現場に即した製品で

あることの証明だろう。忙しい建設現場では朝から晩まであらゆる業務を1つのアプリでこなせることが重要だ。

事業の根幹である現場はもっとIT化できるはずである。現場がIT化されれば、企業の生産性は一気に上がるよう

になる。豊富な機能を実現しつつ、使いやすさにもこだわった「eYACHO」をぜひ活用してほしい。

問い合わせ先
 開発・販売

〒106-0032 東京都港区六本木 1-7-27 全特六本木ビル EAST 4F
TEL 03-5114-2912  FAX 03-5114-2526
URL https://metamoji.com/jp/
製品サイト　https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/

株式会社MetaMoJi

昼夜引き継ぎ簿の例

Share機能の活用例
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質問 返答

■Share機能により、離れた場所にいても、その場にいるような打ち合わせが可能

「Share」ノートで引き継ぎ簿を運用すると、まずは現場にいながらその場で撮影した写真を直接貼り付けて作成
できる。わざわざ事務所に戻って後から作成する必要もない。一方、引継ぎ内容を確認する場合でも事務所に
寄らずに確認できるし、現場に出向いた後でもその場で確認できる。まさに時間・空間を超えた使い方である。

eYACHO導入前 eYACHO導入後

カメラ
黒板

野帳

タブレットだけで業務を集約

図面

現場 事務所



東京都下水道局は、2010年から東

京・足立区の千住地域に雨水ポンプ所

「千住関屋ポンプ所」を建設中だ。巨大

な2函体を、離隔約2mの近接で50m

以上同時沈設する高度な施工事例で、

16年には土木学会技術賞を受賞した。

この一大プロジェクトに携わる千住

関屋JV工事事務所では、職員全員がデ

ジタル野帳「eYACHO for Business

（以下・eYACHO）」を活用して現場力

を強化。生産性向上を実現してきた。

「大林組では12年からタブレット端

末の社員配布をはじめたが、現場では

目前の仕事で忙殺され活用は滞って

いた。しかし、19年11月から状況は急

速に変化した。本社i-Conセンターの

スタッフが工事事務所に約1カ月常駐

し、非効率な作業を現場の声から掘り

起こし、一つひとつ応えるかたちで

eYACHO上にテンプレートを作成し解

決を図っていったからだ」（千住関屋JV

工事事務所 工事長・小山一朗氏）。

わずか半年でeYACHOが普及
ポイントは課題の抽出

i-Conセンターとは19年に発足した

新部署で、生産性向上に資するICTツー

ルの導入支援を、現場に直接出向いて

行っている。千住関屋JV工事事務所で

は、わずか半年でeYACHOが普及し、

紙の野帳はほとんど使用しなくなった。

　「現場に即した方法で活用法が提案

され、eYACHOで実際の業務が劇的に

改善する実感があり、誰もが進んで使

うようになった。『これもできないか』と

投げかけると、i-Conセンターがすぐに

対応し、活用範囲が広がり現在に至っ

ている」と小山氏。実際にどのように活

用してきたのか。事例を紹介しよう。

〈現場パトロールの報告書作成〉

千住関屋の現場では、一人ATKY（安

全・点検・確認・危険予知）パトロールと

いう、独自の取り組みがある。

同工事事務所主任の原良輔氏はこう

説明する。「以前は現場を巡りデジカメ

で撮影、事務所に戻り画像を整理して

情報入力し、プリントして定例の打合せ

で是正指示書を配布していた。指摘事

項が増えると書類も増え、期限までに

作成することが目的化し、技術者本来

の業務が滞りがちになっていた」。

この手間をeYACHOで軽減できな

いか。まず、i-Conセンターが用意した

大林組JVが施工を手掛ける千住関屋ポンプ所建設現場（東京都足立区）では、
わずか半年でデジタル野帳「eYACHO for Business」の活用が広がり、
現場のさまざまな課題を解決、働き方を大きく変えた。
デジタル野帳をどう活用しているのか。なぜ急速に普及が進んだのか。
千住関屋JV工事事務所で話をうかがった。

目的はICTツールの導入ではなく
現場の課題解決と生産性向上

■eYACHO による一人 ATKY パトロール

▶カメラが起動し、写真撮影すると枠内に追加
▶事務所での写真取り込み・整理が不要

▶確認職員を記載し、分担が明確
▶是正処置完了の確認が可能
▶是正確認の打合せ時間が削減

▶是正の他にも分類項目を設定
▶協力会社も含め多様な情報を
共有可能

是正前・是正後の写真を比較
写真に加筆が可能

プルダウンで選択する
のみの簡単入力

大林組i-Conセンターの「eYACHO for Business」活用の取り組み
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大林・大本建設共同企業体（特）
千住関屋JV工事事務所 主任

原 良輔 氏

大林・大本建設共同企業体（特）
千住関屋JV工事事務所 工事長

小山 一朗 氏

大林組 土木本部 本部長室 i-Conセンター
現場支援第二課 課長

速水 卓哉 氏

大林組 土木本部 本部長室 i-Conセンター
現場支援第一課 課長

高橋 寛 氏

株式会社 大林組
●本社：東京都港区港南2-15-2
●創業：1936年12月
●資本金：577億5200万円
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■eYACHO による施工進捗状況の管理

施工済本数をタップして
入力するだけ。
進捗率は表計算。
協力会社の手間も削減

現場状況や問題点をメモし、
リアルタイムにJV職員らと共有

タップして選択するだけ

〒106-0032 東京都港区六本木1-7-27 全特六本木ビル E4階  ｜  TEL. 03-5114-2912  ｜  https://metamoji.com/jp/

一人ATKYパトロールの報告書用フォ

ーマットを共有し、タブレットで撮影し

た画像を随時アップロードして、全員が

どこからでもリアルタイムに整理・編集

ができる仕組みを構築。担当者が1人

で報告書をまとめる作業がなくなった。

是正完了も担当者が現場で確認し、チ

ェック項目から『処置』を選択するだけ

で済む。

〈工事進捗状況を一元管理〉

「進捗状況は発注者にとっても関心

事で、問合せがあると現場に出向いて、

掲示板を見て確認し計算して報告して

いた」（小山氏）。

ここでは図面上の作業ポイントにチ

ェックボックスを配して、作業が完了し

たポイントを担当者がチェックして色変

更することで、進捗状況を視覚化する

管理計画書を作成。設計数量と注入完

了数量を入力すると、進捗率を自動算

出する機能も搭載した。PDF化して発

注者への定期報告にも活用している。

〈打合せ簿の作成〉

eYACHO導入以前は、安全当番は定

例（13時）の打合せに向けて、10時頃か

ら各職長に電話や口頭で作業内容など

を確認、手入力でExcelファイルにまと

めていた。そのため午前中や昼休みが

作業に費やされるケースも多かった。

現在は全員がタブレットから各自入

力できるので10分程度で打合せ簿作

成が完了。伝言ミスがなくなり情報が

正確になった。個々のタブレット上で承

認すると電子印が捺され、作業内容を

確認した記録も残る。現場で見ている

職員が入力できるので、作業区分別有

資格者一覧の抜けもなくなった。

大林組i-Conセンターの目的は
ツール普及ではなく問題解決

　「eYACHO導入は革新的だった。パ

トロール報告書や打合せ簿作成で忙殺

されていた午前中がまるまる空いた。

その時間で現場の測量や資材の注文

作業などができる」と原氏はいう。

わずか半年でeYACHOがここまで

普及した理由は何か。大林組土木本部・

本部長室i-Conセンター現場支援第二

課課長の速水卓哉氏はこう説明する。

「帳票作成、打合せメモなど、これまで

紙やホワイトボードに手書きしていた

作業が、そのままタブレットやスマホの

画面でできる。基本的なインタフェー

スが同じなので違和感がない」。

大林組が社内でタブレット端末のノー

トアプリを調査したところ「MetaMoJi

Note」利用率が高いことがわかり、同

社とMetaMoJiで紙に代わる野帳と

してeYACHOを共同開発した経緯も

あった。

i-Conセンターの役割について、同セ

ンター現場支援第一課課長の高橋寛

氏は次のように語る。「作業のテンプレ

ートはこちらでつくるので、困っている

こと、やりたいことは何でも言ってほし

いというスタンス。仕事の進め方や発

注者の意向は現場ごとに異なり、すべ

て同じフォーマットで展開するのは難し

い。i-Conセンターのスタッフが現場事

務所で机を並べ、現場のニーズや文化

に合わせたやり方を探り、それを提示す

ることで活用は進む。i-Conセンターの

目的はツール導入ではなく生産性向上

に資するものを現場のニーズに合わせ

て展開すること」。

改善・解決した実感があると普及は

早くなると速水氏はいう。「ICT導入が

目的になってはいけない。生産性向上

という本来の目的を見失わないことが

重要だ」。目的を実現するための手段

が、eYACHOをはじめとするICTツー

ルの活用という考え方が重要になる。

10月12～23日
オンラインで開催

建設テック2020
出 展



eYACHOを土木、建築の両部門に導入
職員の1日の労働時間を分類したところ、「現場管理・点検」

「資料作成」「会議・打合せ」「書類整理・保存」が3/4を占

めていた。この4つの業務をもっと効率化できないか。ICT活用

ツールに求める条件は、現場のコミュニケーションが活性化する

情報共有ツールであること。社員の働き方はさまざまで、勤務場

所でツールが変わるとまたゼロから覚えなければならないため、

ツールの統一が必要だったこと。これらの条件から多くのツール

の中で評価が高かったeYACHOを土木、建築の両部門に導入し

た。（新井氏）

朝礼や昼礼で、大型スクリーンにeYACHOの
画面を映して情報共有
朝礼では、作業計画図の説明が日課となっている。eYACHO

導入前は、代表者が情報をまとめてホワイトボードに書き込んでい

た。打ち合わせ直前に作り込んだり、情報を差し替えたり、かな

り煩雑だった。eYACHO導入後は、eYACHOで作成し、各職員

が情報を書き込めば作業計画図が作成できるというシンプルかつ

効率的な仕組みに変わった。eYACHOなら思ったときにすぐ書き

込むことができる。指のピンチアウト操作で拡大表示できるなど、

朝礼では会場の後ろにいる人でもよく見えると好評だ。（畠中氏）

遠隔地でもeYACHOのライブな
Share（シェア機能）でコミュニケーション
事務所が 2カ所ある現場では、eYACHO導入前は別々に終

礼を実施していたが、現在はWeb会議とeYACHOを使って離れ

た場所でも合同で終礼を実施している。eYACHOのShare機能

を活用することで、担当者は事務所以外の外出先や現場からも参

加でき、写真や図面、表を貼り付けてリアルタイムに報告ができて

いる。

現場で広がるeYACHOの活用法
当初は予定していなかったeYACHOの利用法がある。それは、

搬入予定表の配布だ。大きな現場では搬入用のゲートが複数あ

り、ガードマンに事前に搬入予定を伝えておく必要がある。これ

までは紙に書いて配っていたが、今ではeYACHOで複数のスケ

ジュールを一つにまとめて搬入予定表を作成している。この方法

に変えてからは、情報伝達の漏れが少なくなった。（畠中氏）

現場のコミュニケーションツールとして今後も期待
「eYACHOを共有のメモ帳として使うように、他の現場も含め

て指導しています」と三浦氏は語る。工事の管理業務に限らず庶

務、福利厚生の連絡などは、eYACHOの共有ノートに書き込ん

で記録に残すツールとして活用している。

前田建設工業株式会社では、建設現場の働き方改革としてタブレット端末とデジタル野帳 eYACHO for

Business （以下、eYACHO）を活用し、施工管理業務の生産性を向上させる取り組みを行っている。その取り

組み事例について関係者に話を伺った。

大型スクリーンに eYACHOの画面を映して情報共有
現場のコミュニケーションツールとして今後も期待

前田建設工業株式会社 様

遠隔地の現場から報告 事務所での確認大型スクリーンに eYACHO の画面を映して情報共有
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また、最近の若手には人とのコミュニケーションが苦手な人が

多いそうだ。この世代がeYACHOを実践的に使うことで、コミュ

ニケーションが円滑化するのではないかと今後の利用に期待して

いる。（三浦氏）

鉄道現場の昼夜引継簿や作業手順書に活用
「鉄道現場は昼夜分かれて作業しているため、昨夜どんな作業

が終わったか、昼にどんな内容を行ってほしいか、引き継ぎを大学

ノートで行っていたが、今はeYACHOを活用しています」（笠井氏）

eYACHOの画面には、昨日の夜間で行われた作業と職員、職長

の承認印欄がずらっと並んでおり、誰が確認したかが一目で分か

る。「実際の作業は写真付きで残しています。昼の職員へ引き継ぎ

として、引継内容、引継者を記入し、eYACHOのボタン機能を使っ

て、次の引継内容のノートにす

ぐにジャンプできるようにして

います」（笠井氏）eYACHO

の便利な機能をうまく利用で

きている。

安全注意などを多彩な表現で細かく伝達し、
ミスを軽減
「今までは、文字と少しマンガ絵というものだったが、

eYACHOを使うようになってからは作業の流れをステップごとに

写真を入れて、コメントを入れて、安全注意事項も入れてと細かく

作れるようになりました。現場に行って、職長さんと打合せして作

り込んでいけるのがとてもいいです」（笠井氏）

作業手順書に写真を貼り付け、コメントを記入することでミスを軽減

現場で操作ができるので、事務所での作業が
半分になり時短に繋がった
一番の効果は、現場で操作ができ時短に繋がっていること。これ

が一番大きい。「導入前は、昼夜引継簿は大学ノートに手書きで行っ

ていたため、職員が3人いると、誰かが書いていると順番待ちでし

た。また事務所に戻らないと記入できなかったのが不便でした。今

は、現場にいながら引継簿に書けるようになり、どこにいても、いつ

でも確認できるようになったので非常に便利です。事務所に戻って

の作業が半分になりました」と語る。（小泉氏）

建築事業部門から土木事業への広がり

紙の野帳は個人利用であり、情報量も手書きのため少ない。上

司への報告用に別に資料を作る必要があったため、事務所での作

業も時間がかかっていた。そのようなときに、iPadが導入され、ツー

ルを探す中でeYACHOに出会った。「昔のスタイルは、カメラや野

帳を持って測量や施工管理を行い、写真や動画を撮影し、必要事

項を書いて、その後事務所に帰って発注者への説明資料を作成し

ます。別々のツールで行っていたことを一つの報告書にまとめてい

ました。eYACHOは、測量・写真・動画・資料作成と全てのこ

とが一つでできるので非常に便利です」と工藤氏は語る。当初は、

建築事業部門でeYACHOの導入をしたが、徐々に土木事業にも

広がり、今ではなくてはならないツールになっている。（工藤氏）

eYACHOの導入効果
「eYACHOを導入した効果として、今までは紙だった回覧が

eYACHOを使うとクラウドでつながるので、外出先でも確認でき

る、情報が共有できるのがメリットです。机の上に書類が溜まるこ

とがなくなりましたね」コストに換算するのは難しいが、合理化は

進んで、作業時間が短縮されたと実感する。

さらに、Share機能を使うと遠く離れた所でも同時に同じ画

面を見ながら、手書きでメモを書いたり、指示を出したりできるの

で、Web会議が非常に分かりやすくなったことは、eYACHOの

効果が大きい。「今後は、所内での情報共有だけでなく、それを発

注者や前工程・後工程の方 と々も同じノートを見る環境を整える

ことができれば、さらに業務の効率化が進むのではないかと思い

ます」（笹倉氏）

（左）情報システムセンター  施工・技術系業務革新グループ グループ長　新井 祐二氏
（中央）東京建築支店 有明北 A街区 作業所 課長　畠中 雅英氏
（右）建築事業本部 建築技術部 施工支援グループ グループ長 三浦 信一氏

（左）東京土木支店 工事課長 監理技術者　笠井 陽介氏
（中央）土木事業本部 土木技術部 ICT 推進グループ グループ長　工藤 敏邦氏
（右）土木事業本部 土木技術部 ICT 推進グループ マネージャー　笹倉 伸晃氏

昼夜引継簿画面



三井住友建設株式会社では、ICT 活用による生産性向上・業務改善推進施策の一環として、建設部門に

おいて全店建築作業所の建築技術者及び本・支店支援部署に iPadを導入した。標準アプリとして採用した

MetaMoJi のデジタル野帳 eYACHO for Business （以下、eYACHO）の業務への積極的な導入を進めている。

eYACHO導入による現場の変化とその効果について関係者に話を伺った。

eYACHOで変わる建設現場
～現場主導で業務に溶け込む eYACHO～

三井住友建設株式会社 様

eYACHOを建築部門全店に導入

建築部門のICT活用を推進する建築本部 ICT・BIM推進室
の深谷学氏は、部門全店へ約 1000 台のiPadを導入するにあ
たっての標準アプリ選定の経緯を「同業他社での利用実績・ベ
ンダーによるデモなどを経てeYACHOを導入した。手書きで
直感的に操作ができること、同業他社の大手ゼネコンがアプリ
開発に関わっていることから、施工管理業務に適応する可能性
が高いと評価した」と振り返る。「全員がeYACHOを業務に利用
できる環境にあり、これまで50 以上の現場でeYACHOを使

用している」（深谷氏）

eYACHOで変わる現場

eYACHO導入前後の現場の変化・効果について、現場の東
京建築支店 建築第一部の金田卓也氏は、作業の効率化とそれ
による時短を挙げる。たとえば、導入以前の朝礼では、A1×
2 枚の黒板を使用していた。前日分を消す、書き直す、図面を
貼り換えるなどの段取りのために担当者は早朝出てくる必要が
あった。eYACHO導入後は、iPad上に用意した基本のベース
に各自が記入し情報を共有できるようになった。

朝礼ではモニターを使って表示するようになった。200人を
超えるような作業員がいる現場でも、画面を拡大したり、レー
ザーポインターで指し示しながら説明できるため、連絡事項を
確実に周知することができるようになった。（金田氏）

注目させたい部分をピンチアウトして拡大

業務の流れにも変化が出た。eYACHO上で一週間分作成
しておき、先を見据えた作業打ち合わせが可能になった。一週
間先の内容を前週に共有でき、その上での打ち合わせが可能
になったため、現場での「そんな話は聞いてない」といった混乱
が減った。一週間分の内容をまとめて印刷して職長に配布する
こともでき、コミュニケーションがスムーズになった。
また、作業に関連して搬入車両、ガードマン、業者の出入り
や、クレーンやエレベーターの使用時間なども同時にまとめるこ
とができ、大変便利になった。（金田氏）
日々の業務として、工種ごとに報告用の写真をまとめる作業
がある。以前はパソコンでMicrosoft Excelを使ってまとめて
いたため、時間がかかり残業になりがちだった。eYACHOで
は、写真台紙のテンプレートを作っておけば、クリックしてフォ
ルダから選択したり、その場で撮影したりすることもできるた
め、現場で完結する。非常に効率が上がった。
作業所のチェックシートも、以前は印刷物にレ点を入れてい

シェアされたベースに各自が iPad で一斉に書き込める
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たが、今ではeYACHOに取り込み、iPad上でチェックできる
ようになった。（金田氏）
フォームの取り込みをして現場で使ってもらうと「チェック時
には完了（レ）関係なし（／）同じ（←）をリストから選べるようにし
たい」というリクエストが返ってきた。現場から出てきたニーズ
を受け、フィードバックする、現場と推進部門でキャッチボール
をしながら学んでいった。（深谷氏）
数値化したものはないが、感覚的にはeYACHOを使うこと

で1日の中で1時間くらいの短縮に繋がるのではないかと感じ
ている。まだアナログな現場もあるが、全現場で導入が進めば
いいと思う。（金田氏）

テンプレートを作っておけば作業がその場で完結する

自由に使えるのがeYACHOの魅力

eYACHOの一斉導入にあたり、部門全体にどのように教育・
周知したのだろうか。推進部門で導入時にマニュアル的なもの
を用意したわけでもなく、ここはeYACHOを必ず使うといった
ルールを作ったわけでもない。「図面データの取り組み・Share
（シェア）機能・写真の取り込み・ペンでの手書き、といった
基本的な操作を説明しただけで、あとは現場の業務に当てはめ
て使ってもらうことにした。実際に現場で動いている若い世代
が自由に使えるのがeYACHOの魅力だと感じている。実際、
自分の現場に合うところを見つけ出し、自分たちにやりやすいよ
うにいい形で業務に溶け込ませていってくれた。現場で積み上
げていってくれた事例がどんどん広がっている状況。きちんと決
まったものを用意し、一気に浸透を図るやり方もあるだろうが、
実際の現場には、過去の経験ではわからない今現在の現場に
合った使い方があるだろうと考えた」（深谷氏）

現場に負けないスピードで運用を支援

深谷氏は今後の方向性として3つの方向性を挙げる。
1点目は、eYACHO自体の豊富な機能をさらに使いこなす

こと。
「現状としては、eYACHOの基本的な機能を活用して業務

の中で使っている状態。アプリ自体がどんどんスケールアップし

ているeYACHOをもっと使いまわしたい。そのためには、実際
に現場で使った実感から情報を得て展開して行きたい」
2 点目は、まだ導入していない現場の掘り起こしだ。
「eYACHOを使ったメンバーが、次の現場で中心となり
eYACHOを広げている。我々の部門がガチガチに決めてしま
うのではなく、若い人たちがどう道具として使うかというところ
を、積極的に使ってくれる人から情報を得て、eYACHOの水
平展開を推し進めたい。また同時に、いつ・どの現場で・誰が
操作したかというエビデンス（証跡）が確実に記録され、後から
確認できることでさらに利用シーンが増えるのではないか」
そして、3点目は環境の整備。「eYACHO導入済みの現場の
中には、こちらが驚くようなスピードで業務に溶け込んでいる現
場もある。運用を支援する部署としては、できるだけ早く社内
啓蒙・教育方法・資料の整備などに、現場のスピードに負けな
いように取り組みたい」
深谷氏は「現場業務を離れて長く、経験が少ない私には、今

の業務スタイルがわからないところもある。eYACHOは自由に
使えるところが魅力。今のスタイルに合わせて自由に使うことで
生まれるプラスアルファの使い方に期待しているところはある」と
語る。金田氏をはじめ、若い世代が現場で業務に浸透させてい
るeYACHOを「将来的には、基本機能だけではなく当社独自の
使い方も模索して行きたい」と意気込む。

（左）建築本部 ICT・BIM 推進室　深谷 学氏
（右）東京建築支店 建築第一部　金田 卓也氏




