GIS を用いた業務履歴管理及び既存成果の利活用における実証実験
～GIS による「業務履歴の可視化」や「既存成果の利活用」～
服部エンジニア株式会社 営業部 田川雄之
1.

はじめに
1-1.背景
高度情報化社会の現代において,企業などの組織は多

また,いくつかの業務の成果（平面図や基準点等）を GIS

くの情報を保有している.しかしながら,「情報」はそれ単体

ﾃﾞｰﾀに変換し,業務実施箇所の GIS ﾃﾞｰﾀに紐付けした.併

では単なる情報でしかなく,それらを利活用できる形で情

せてﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末に GIS ﾃﾞｰﾀ利用環境を整備し,「予備設

報管理を行うことにより,情報は「情報資産」となりうる.組織

計を実施した数年後,詳細設計を受注した場合の現地踏

の保有する情報を効果的に管理・運用することは,資産運

査」を想定した現地実験（既設基準点の状況確認と現場

用の観点から重要となる.

写真の取得）を行い,ﾀﾌﾞﾚｯﾄを利用した既存成果の利活

それら情報資産の一つである業務履歴情報は,単に「こ

用・効果的なﾃﾞｰﾀ取得方法についても検討した.

れまでにどのような業務を行ってきたか」を把握するためだ

2-2.使用機材

けでなく,これまでに蓄積された様々な情報との結びつく非

本実証実験で使用したｿﾌﾄｳｪｱ・ﾃﾞﾊﾞｲｽ等の機材は表 1

常に重要な情報である.

のとおりである.GIS に関してはｿﾌﾄｳｪｱのﾗｲｾﾝｽ費用や機

しかしながら,それらの情報は契約台帳などの文字情報

能面などの観点から,無料であり高度な GIS 機能を有した

として管理され,業務の詳細な実施箇所が可視化できる形

ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽｿﾌﾄｳｪｱである QGIS(QuantumGIS)を使用した.

で管理されていないことが多い.施工箇所（町字ﾚﾍﾞﾙ)の情

また,表 1 に示した機材以外にも,必要に応じてﾘﾈｰﾑｿﾌﾄｳ

報から業務実施箇所を推察することは困難であり,業務実

ｪｱ,Exif 編集ｿﾌﾄｳｪｱを使用した.

施箇所の詳細を確認するためには「TECRIS の業務対象

表1 使用機材一覧
作業区分

地域の座標」「契約図面」等から個別に確認するしかない
のが現状である.そのため,特定の場所における業務履歴

業務履歴GISﾃﾞｰﾀ作成

を検索したい場合,「担当営業や技術者の頭の中にある情
報」に頼る場合も多く,業界全体として従業員が高齢化して

ﾀﾌﾞﾚｯﾄを利用した
既存成果の利活用検討

いる現状において,社員の退職などにより,それらの情報が
失われる事が懸念される.
1-2.目的
そこで,現状個別でしか把握困難である業務実施箇所
について,業務履歴を GIS ﾃﾞｰﾀ化することでそれらを可視
化し,それにより得られる効果や,ﾃﾞｰﾀ整備・運用に関する
課題を整理することを目的とした実証実験を行った.また営
業の視点から一歩踏み込み,GIS ﾃﾞｰﾀ作成と併せ,既存成
果の現場における利活用方法や今後のﾃﾞｰﾀ蓄積に資す
るﾃﾞｰﾀ取得方法についても検討した.

3.

種別
PC_OS
GISｿﾌﾄｳｪｱ
表計算ｿﾌﾄｳｪｱ
基盤地図編集ｿﾌﾄｳｪｱ
CADｿﾌﾄｳｪｱ
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC_OS
GISｿﾌﾄｳｪｱ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ
GNSSﾛｶﾞｰ(ﾚｼｰﾊﾞ)

機材名（ｿﾌﾄｳｪｱ名）
Windows 8
QGIS
Microsoft Office Excel
基盤地図情報ﾋﾞｭｰｱ
TREND ONE
Panasonic FZ-G1[TOUGHPAD]
Windows 10
QGIS
PENTAX WG-3 GPS
HOLUX M-241

作業内容１【業務履歴 GIS ﾃﾞｰﾀ作成】
3-1.作業手順
業務履歴 GIS ﾃﾞｰﾀの作成は,①業務関連ﾃﾞｰﾀの収集
整理,②入力基図の準備,③GIS ﾃﾞｰﾀ作成,④属性用 csv
ﾃﾞｰﾀ作成,⑤属性ﾃﾞｰﾀ付与,⑥GIS ｿﾌﾄｳｪｱ設定(表現・指
定ｺﾏﾝﾄﾞ等)の手順で行った.
また,①業務関連ﾃﾞｰﾀの収集整理においては,ｻﾌﾞﾃﾞｰﾀ
として基準点,平面図等のﾃﾞｰﾀを shape 形式に変換し,併
せて基準点ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ用ﾃﾞｰﾀとして点の記ﾃﾞｰﾀ(PDF) の整
理も行った(図 1).

2.

作業概要
2-1.作業概要
平成 22 年度以降に当社が受注した静岡県静岡土木事

①業務関連ﾃﾞｰﾀの収集整理
(ｻﾌﾞﾃﾞｰﾀの作成)

②入力基図の準備

③GISﾃﾞｰﾀ作成

務所発注の案件を対象に,業務実施箇所の GIS ﾃﾞｰﾀを作
成し,別途整理した業務関連情報(Excel による DB）に関連
ﾃﾞｰﾀ格納ﾌｫﾙﾀﾞのﾊﾟｽを属性情報として付与した.

④属性用csvﾃﾞｰﾀ作成

⑤属性ﾃﾞｰﾀ付与

⑥GISｿﾌﾄｳｪｱ設定

図1 業務履歴GISﾃﾞｰﾀ作成の作業ﾌﾛｰ

表3 ｺﾏﾝﾄﾞ設定一覧

3-2.作業結果

対象ﾚｲﾔ

種別

内容
TECRISを開く

GIS ﾃﾞｰﾀの入力基図には,整備範囲などの観点から国
整備範囲などの観点から国

契約関連ﾌｫﾙﾀﾞを開く

土地理院が公開している基盤地図情報(縮尺ﾚﾍﾞﾙ
縮尺ﾚﾍﾞﾙ 25,000

業務履歴ﾃﾞｰﾀ

ｱｸｼｮﾝ機能

成果関連ﾌｫﾙﾀﾞを開く

及び 2,500)を使用した.また入力効率を上げるため
また入力効率を上げるため,静岡

Google mapで業務箇所を表示する

土木事務所管内図のﾗｽﾀﾃﾞｰﾀを作成するとともに
土木事務所管内図のﾗｽﾀﾃﾞｰﾀを作成するとともに,QGIS
のﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ(TileLayer Plugin)により国土地理院
により国土地理院の標準地図

営業関連ﾌｫﾙﾀﾞを開く

ﾏｯﾌﾟﾁｯﾌﾟ機能
(ｻﾌﾞﾃﾞｰﾀ)
既設基準点ﾃﾞｰﾀ

及び航空写真も利用した.

ｱｸｼｮﾝ機能
ﾏｯﾌﾟﾁｯﾌﾟ機能

業務名を表示する
座標を表示する
点の記を開く
関連写真の表示

入力する業務履歴 GIS ﾃﾞｰﾀは,同一箇所による複数の
同一箇所による複数の

これらのﾃﾞｰﾀを利用した業務履歴を検索する手順は図
業務履歴を検索する手順は図

業務を,図形から視覚的に推察しやすいようﾎﾟﾘｺﾞﾝ
図形から視覚的に推察しやすいようﾎﾟﾘｺﾞﾝﾃﾞｰﾀで

4 のとおりである.また,成果関連ﾃﾞｰﾀからｻﾌﾞﾃﾞｰﾀを
成果関連ﾃﾞｰﾀからｻﾌﾞﾃﾞｰﾀを GIS 上

作成した(図 2).

に追加表示(ｵｰﾊﾞﾚｲ)することで
することで,既存測量成果等の確認

属性ﾃﾞｰﾀに関しては,TECRIS 登録情報を中心とした契

を行うことも可能とした(図 5).

約情報に加え,業務関連ﾃﾞｰﾀとして,契約関連
契約関連・営業関連・
成果関連のﾃﾞｰﾀ格納ﾌｫﾙﾀﾞのﾊﾟｽも持たせた
持たせた(表 2).

１．およその業務箇所を表示し、視覚的に各業務を確認する

２．補足としてマップチップ機能や属性確認、TECRIS確認、
２．補足としてマップチップ機能や属性確認、
契約図面や成果ﾃﾞｰﾀ確認により対象業務の確認を行う

図2 業務履歴ＧＩＳﾃﾞｰﾀ作成例

業務関連ﾌｫﾙﾀﾞを開く

属性情報確認

これらの属性を業務履歴ＧＩＳﾃﾞｰﾀに付与し
これらの属性を業務履歴ＧＩＳﾃﾞｰﾀに付与し,各ﾚｲﾔに
合わせて QGIS の表示設定を行った(図 3).
3)
また,QGIS の機能を利用し,属性ﾃﾞｰﾀを利用したｺﾏﾝﾄﾞ
属性ﾃﾞｰﾀを利用したｺﾏﾝﾄﾞ

TECRIS確認
業務関連ﾃﾞｰﾀの確認

設定(QGIS ではｱｸｼｮﾝ機能及びﾏｯﾌﾟﾁｯﾌﾟ機能※1)の設定
を行った(表 3).※1 ｶｰｿﾙ合せによる情報
情報表示機能

図3 業務履歴GISﾃﾞｰﾀ

図4 業務履歴検索の手順

図5 既存測量成果のｵｰﾊﾞﾚｲ

ﾃﾞｰﾀ取込み・検証

事前準備

3-3.作業時間
これらのﾃﾞｰﾀ作成に要した時間を表 4 に示す.

①ﾀﾌﾞﾚｯﾄPCの環境設定

⑥写真のExif情報へのGeoﾀｸﾞの埋め込み

②必要ﾃﾞｰﾀのﾀﾌﾞﾚｯﾄへのｾｯﾄｱｯﾌﾟ

⑦GIS取込み用csvﾃﾞｰﾀ作成

③GNSSﾛｶﾞｰのﾀﾌﾞﾚｯﾄへの接続試験

⑧GISへの撮影箇所ﾃﾞｰﾀの取込み

④既設基準点の状況確認

⑨撮影位置座標と基準点座標の誤差検証

表4 業務履歴GISﾃﾞｰﾀ作成の作業時間
作業項目
業務関連ﾃﾞｰﾀの収取整理
入力基図の準備
GISﾃﾞｰﾀ作成
属性用csvﾃﾞｰﾀ作成
属性ﾃﾞｰﾀ付与
GISｿﾌﾄｳｪｱ設定
(ｻﾌﾞﾃﾞｰﾀの作成)※

数量

作業時間

作業時間
(8ｈ/日)

1式

0.5日

0.5

1式

1.0日

1.0

200件

10件/h

2.5

1式

1.0日

1.0

1式(9ヵ年)

0.5日

0.5

1式

0.5日

0.5

10件

2件/h

0.6

累計作業時間( 日)

6.0 日

※ ｻﾌﾞﾃﾞｰﾀは一部試験的に作成したため、累計からは除外

現地実験

図7 ﾀﾌﾞﾚｯﾄを利用した既存成果の利活用検討の作業ﾌﾛｰ

なお,今回の現地実験に際しては,作成したﾃﾞｰﾀを基に
技術者にﾋｱﾘﾝｸﾞを実施し,利活用が望めそうなｼﾁｭｴｰｼｮ
ﾝとして,【予備設計の成果を用いた詳細設計時における

作業項目のうち,「入力基図の準備」「GIS ｿﾌﾄｳｪｱ設定」
は,一度準備・設定(設定ﾌｧｲﾙの作成)を行うことにより,継

現地踏査】を想定した.
4-2.作業結果

続的には不要となる作業である.また,「業務関連ﾃﾞｰﾀの収

既設基準点の状況確認においては,8 点の既設基準点

集整理」「属性用 csv ﾃﾞｰﾀ作成」は,GIS でﾃﾞｰﾀを利用する

(約 500m 区間)に対して 15 分程度で全ての点が確認でき

ことを加味した情報管理方法や,属性を付与するための

た（内 1 点は水路改修工事に伴う亡失を確認）.確認作業

csv ﾃﾞｰﾀの出力の仕組みを準備することで作業時間は大

においては,基準点の平面図上の位置だけでは判断が困

幅に減るものと考える.

難な場合においても,ﾌｧｲﾘﾝｸﾞした点の記ﾃﾞｰﾀにより,当該

そのため,業務単位で考えた場合,純粋に必要となる作
業時間は,１業務当り「業務履歴 GIS ﾃﾞｰﾀ作成」と「ｻﾌﾞﾃﾞｰ
ﾀの作成」を合わせて 30～40 分程度となる.
4.

⑤現地写真の取得

基準点の特定は容易であった.
また,現地写真の取得においては前述の水路改修工事
に加え,住宅の建替え工事についても,予備設計時の図面

作業内容２【ﾀﾌﾞﾚｯﾄを利用した既存成果の利活用検討】

を基に現況の変化が確認できた.
実験中の現在地の表示状況は,衛星の捕捉状況や

4-1.作業手順
事前準備として,①ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC の環境設定(ｼｽﾃﾑｲﾝｽﾄｰ
ﾙ等),②必要ﾃﾞｰﾀのﾀﾌﾞﾚｯﾄへのｾｯﾄｱｯﾌﾟ,③GNSS ﾛｶﾞｰ(ﾚ

GNSS 機材の性能により多少の混乱は見られたが,自身の
現在地を見失う程度ではなかった(図 8).

ｼｰﾊﾞ)のﾀﾌﾞﾚｯﾄへの接続試験を行った.
その上で図 6 に示す機材を用いて,現地実験として④既
設基準点の状況確認,⑤現地写真の取得を行った.
それらの調査結果について,⑥写真の Exif 情報への
Geo ﾀｸﾞの埋め込み,⑦GIS 取込み用 csv ﾃﾞｰﾀ作成,⑧GIS
への撮影箇所ﾃﾞｰﾀの取込みを行い,併せて,⑨撮影位置
座標と基準点座標の誤差検証を行った(図 7).

ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC

BluetoothにてGNSSﾚｼｰﾊﾞで取得した位置座
標をﾀﾌﾞﾚｯﾄPCに連動し、現在地を表示

GNSSﾛｶﾞｰ(ﾚｼｰﾊﾞ)

図8 現地実験でのGNSSのログ

撮影位置座標と基準点座標の誤差を表 5,図 9 に示した.
作成したﾃﾞｰﾀ上に
現在地が表示される

平均誤差は約 4.8m であり,撮影成果と基準点の対応は特
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

「秒単位」でGNSSﾛｶﾞｰとﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｶﾒﾗの時刻を同期

図6 現地調査で用いた機材

定できるものの,現地写真の撮影箇所の記録としては十分
とは言い難い結果であった.今回使用した GNSS ﾛｶﾞｰ(ﾚｼ
ｰﾊﾞ)のｶﾀﾛｸﾞｽﾍﾟｯｸは単独測位で 3.0m であったが, 位置
座標の精度は,撮影条件・使用機材により異なると考える.

表5 撮影位置座標と基準点座標の誤差
点名
誤差（m）

TA.1

TA.2

4.63

5.94

TA.3
1.53

TA.4
11.9

TA.5
6.04

TA.6

TA.7

3.89

図 6 に示した機材構成で現地実験に入る前段にあたり,
TA.8

1.32

2.93

AVE
4.770

①ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを利用した位置座標付き現地写真の取得や,
②ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの GPS 機能を利用した現地写真の取得に
ついても試みたが,①に関してはｶﾒﾗｱﾌﾟﾘによっては Geo ﾀ

凡例

ｸﾞに付けられる位置情報が二桁秒単位であったこと,②に
関しては,座標取得の間隔が長いことやｶﾒﾗ起動直後は衛
TA.8
TA.7
TA.6

星の捕捉が十分でなく,場合によっては「座標未取得」とな
ることから,図 6 の方法を選定した.なお,ｽﾏｰﾄﾌｫﾝのｶﾒﾗで
は「Wi-Fi・ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸを利用した位置座標の取得」
「電子ｺﾝﾊﾟｽによる撮影方向の取得」が可能であるため,そ

TA.5

れらの機材を最適に使うことにより,より良い成果を得られ
る可能性もある.
いずれの方法であっても,位置座標の取得は利用する
GNSS(GPS)ﾕﾆｯﾄや補正方法に左右されるが,現場でのﾃﾞ
ｰﾀ確認ができないため,ロギングによって位置座標を取得
する方法では限界があると考えた.そのため,ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC の
「情報を直接入力することが可能」という特性を活かし,「撮
影箇所」「撮影方向」等を直接入力し,後で写真ﾃﾞｰﾀを紐
付けする方法を試みた.また,最小限の機材で作業が行え
るよう,ｶﾒﾗはﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC のｶﾒﾗを利用し,現在位置の表示
用に GNSS ﾛｶﾞｰ(ﾚｼｰﾊﾞ)を別途携帯した(図 11).

図9 既設基準点に対する撮影箇所ﾃﾞｰﾀ

なお,撮影箇所ﾃﾞｰﾀは,写真ﾃﾞｰﾀがﾌｧｲﾘﾝｸﾞされており,

その後,現地にて入力した「写真番号」「撮影方向」より,
撮影箇所ﾃﾞｰﾀを整理した(図 12).

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの電子ｺﾝﾊﾟｽ情報より撮影方向を表示可能で
ある.撮影方向の表示は,12 時を北にした 12 段階でｼﾝﾎﾞ
ﾙ表示を設定した.（図 10）.
また GIS ﾃﾞｰﾀであるため,必要に応じた位置修正も容易
である.

ﾏｯ ﾌﾟﾁｯﾌﾟ機能を用いた写真の表示

図11 ﾀﾌﾞﾚｯﾄPCでの撮影箇所の直接入力

実際の撮影位置と
撮影方向

図10 撮影ﾃﾞｰﾀのGIS表示例

4-3.追加検討事項
現地実験の結果,GNSS ﾛｶﾞｰ(ﾚｼｰﾊﾞ)×ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗでの
現場写真の取得では,撮影箇所の位置情報が十分ではな
かったため,追加で「正確な撮影箇所の位置情報を取得
する方法」を検討した.

図12 ﾀﾌﾞﾚｯﾄPCにて直接入力した撮影箇所ﾃﾞｰﾀ

撮影箇所,撮影方向を現地にて直接入力しているため,
写真撮影時の情報は十分に反映されたﾃﾞｰﾀとなった.ま

た撮影時にﾒﾓ(付帯情報)も合わせて入力することによ

これは視覚的に業務内容を推察できるのに加え,関連する

り,GIS 上で撮影箇所・撮影方向を表現し,それらに写真ﾃﾞ

業務情報を容易に確認できることによるものと考える.

ｰﾀやﾒﾓ(付帯情報)を持たせて管理できるﾃﾞｰﾀとなった.

ⅱ）課題

なお,一般的な作業手法である「図面への撮影箇所等

まず第一に,業務履歴 GIS ﾃﾞｰﾀを作成する労力の問題

の記録」から GIS ﾃﾞｰﾀを作成する手法(CAD ﾃﾞｰﾀからの変

が挙げられる.単純に作業量が多いということもあるが,自

換や直接入力)でも同様の成果は作成可能である.

身の携わっていない業務のﾃﾞｰﾀを作成する場合,業務内

4-4.作業時間

容を把握していないため場所の特定に時間を要し,GIS ﾃﾞ

現地実験に要した作業時間を表 6 に示す.

ｰﾀの形状をｲﾒｰｼﾞしづらい場合が多く,これらが作業効率

表6 業務履歴GISﾃﾞｰﾀ作成の作業時間

の悪さの要因と考えられる.

数量

作業時間

作業時間
(8ｈ/日)

ﾀﾌﾞﾚｯﾄPCの環境設定

1式

0.5日

0.5

必要ﾃﾞｰﾀのﾀﾌﾞﾚｯﾄPCへのｾｯﾄｱｯﾌﾟ

1式

1.0h

0.125

GNSSﾛｶﾞｰのﾀﾌﾞﾚｯﾄへの接続試験

1式

2.0h

0.25

1式
(約500m)

0.5h

0.063

ため,社員の過度な負担にならないための運用方法を確

写真のGISへの取込み処理

1式

30min

0.063

撮影位置座標と基準点座標の誤差検証

1式

0.5h

0.063

立しなければならない.

15箇所
(約250m)

0.5h

0.063

5-2.ﾀﾌﾞﾚｯﾄを利用した既存成果の利活用

撮影箇所ﾃﾞｰﾀへの写真ﾃﾞｰﾀ紐づけ

1式

10min

0.021

ⅰ）期待される効果

撮影方向別ｼﾝﾎﾞﾙ設定

1式

0.5h

0.063

作業項目

既設基準点の状況確認および
現地写真の取得※現地への移動時間を除く

ﾀﾌﾞﾚｯﾄPCでの撮影箇所ﾃﾞｰﾀ直接入力
(撮影を含む)

累計作業時間(日)

また,継続的に業務履歴 GIS ﾃﾞｰﾀを作成するためには,
誰がどのように作業を行うかを明確にする必要がある.その

「業務に携わっていない者」「図面の判読が得意でない

1 .2 日

作業項目のうち,「ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC の環境設定」「GNSS ﾛｶﾞｰ

者」といった条件下においては,予備知識がなくとも現地の

のﾀﾌﾞﾚｯトへの接続試験」「撮影位置座標と基準点座標の

状況を把握しやすいといった効果が期待される.

誤差検証」「撮影方向別ｼﾝﾎﾞﾙ設定」は,今回の実証実験

また,調査が広範囲の場合等,多くの資料を持参するより

を行う上での初期作業として必要であり,実際の現地確認・

も効率的に現地を確認できる場合もあると考える.

ﾃﾞｰﾀ処理のみを行う場合,概ね外業 30 分,内業 30 分程度

なお,現地写真の GIS への取込みは,「撮影位置座標」

であった.

「撮影方向」に留意することで,利活用可能と考える.

また,撮影箇所ﾃﾞｰﾀ作成方法については,写真に後で

ⅱ）課題

座標を付ける場合は外業(撮影時)の負担が少ないが,ﾀﾌﾞ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄを用いずとも紙資料で十分な場合が多く,逆にﾀ

ﾚｯﾄでの直接入力の場合と比較し内業に時間を要した.逆

5.

ﾌﾞﾚｯﾄ自体が調査の妨げとなる場合も考えられる.

に,ﾀﾌﾞﾚｯﾄでの直接入力の場合は,内業が比較的容易な

また,ﾀﾌﾞﾚｯﾄにｾｯﾄｱｯﾌﾟするためのﾃﾞｰﾀを別途準備しな

のに対し,撮影時の外業では 1 箇所での撮影・ﾃﾞｰﾀ入力

ければならないため,現状ではﾀﾌﾞﾚｯﾄを利用した既存成

に 30 秒～1 分程度の時間を要した.

果の利活用により,明確に既存作業の効率化が図れるとい
ったﾚﾍﾞﾙでの運用は難しいと考える.

考察
5-1.業務履歴 GIS ﾃﾞｰﾀ
ⅰ）期待される効果

6.

おわりに
本実証実験では「位置情報」を key とした各情報の結び

業務履歴を視覚的に把握できることにより,当該業務に

付けを行ったが,その根本は情報をいかに「蓄積」「共有」

携わっていない者であっても,時系列での業務実施状況を

「関連付け」するか,そしてどのように「利活用」するかが重

把握することが可能となった.今回は単独発注者のみのﾃﾞ

要と考える.

ｰﾀﾃﾞｰﾀ作成に留まったが,県や市町といった複数の発注

また, ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等の活用については,より最適な使用機材

者の業務履歴を作成することにより,市から県,県から市と

の選定や,今後のﾂｰﾙの進歩(みちびきの本運用開始等)

いった関連性のある業務同士を把握することが可能であり,

により,業務で十分利活用できる可能性があると考える.

今後の提案活動に活かせることが期待できる.

今回の実証実験のように,今後も試行錯誤をしながら

また,業務履歴検索の面からは,これまでは営業や技術

様々な試みを行うことにより,業務の効率化・高度化を目指

者の記憶や町字単位の施行箇所に頼る部分が大きいの

すとともに,自治体における業務の効率化につながるような

に対し,比較的容易に業務検索を行うことが可能であった.

提案活動を行いたい.

