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維持除雪機械等修繕業務の効率化
-ビデオ会議システム(Webex)を用いた自動車修繕業務の
遠隔臨場による検証報告室蘭開発建設部 施設整備課
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北海道開発局が実施している自動車修繕業務について、中間時及び作業完了時における確
認は現地立会を基本としており、現地までの移動には多大な時間を要している。本取り組み
は、デジタル技術を活用した自動車修繕業務の効率化を目的に、外部との通信セキュリティ
に優れ、手続きが容易なテレビ会議システム(Webex)に着目し、遠隔臨場で確認を行った。
本稿は、自動車修繕業務の各段階における映像、音声などの試行結果及び運用上の課題に
ついて報告する。
キーワード：業務効率化、自動車修繕、遠隔臨場

1.はじめに
北海道開発局では日々の連絡業務に用いる連絡車
のほか、河川及び道路等の維持管理に必要な維持除
雪用機械など、多くの車両を保有し維持管理してい
る。
また、これらの機械の維持管理は、修繕業務を発
注し定期整備等(以下、
「自動車修繕業務」という)
を実施しており、中間確認及び作業完了の確認に職
員の現地立会(以下、「検査立会」という)を基本と
しているが、室蘭開発建設部管内は非常に広域であ
り、近年は自動車修繕業務に携わる職員が減少して
いることから、検査立会に伴う移動時間は担当職員
の非常に大きな負担となっている。
そこで本取り組みでは従来の検査立会にデジタル
技術を活用した遠隔臨場に置き換えることで膨大な
移動時間を削減、自動車修繕業務の効率化を目的に
外部との通信セキュリティに優れ、手続きが容易な
ビデオ会議システム(Webex)に着目し検査に要求さ
れる映像の鮮明度あるいは音声の解像度等様々な構
成要素を十分に満たし遠隔臨場で仕様書上の検査要
領を履行可能であるか検証した結果についての報告
を行う。

の確認を行う。⑥作業完了確認では、完了した修繕
に対し、その履行確認を行う。
本来、⑤及び⑥のプロセスでは目視確認でなけれ
ば修理判断が難しい故障箇所を検査立会にて把握し、
整備工場に指示を行っている。
修理判断が難しい箇所は、内燃機関や動力伝達装
置等機関部等であり、外装脱着を行うだけでも数時
間～数日を必要とする部分である。

2.現状と課題
(1)自動車修繕業務の概要
自動車修繕業務とは、一定の周期と手順に従って
機械を点検し、不具合の生じる可能性がある箇所を
調整又は交換する作業及び機械の維持管理上必要な
保守点検作業をいう。
担当職員は整備工場に①指示、②承諾、③協議、
④工程管理、⑤中間確認(立会)、⑥作業完了確認
(立会)を実施する必要があり、遠隔臨場は⑤中間確
認(立会)と⑥作業完了確認(立会)の履行プロセス
(図-1)にて試行した。
⑤中間確認では、修繕が完了する前に、その内容
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図-1 遠隔臨場の履行プロセス

(2)室蘭開発建設部の現状と課題
室蘭開発建設部管内は受注者の所在地が広域であ
り、表-1 は室蘭開発建設部の各事務所の車両整備台
数である。
自動車修繕業務の検査立会のため担当職員は移動
に膨大な時間を要しており、定期検査に限定した場
合においても現状は整備台数×2 回検査立会のため
の移動をしなければならず、この移動時間をどう効
率化するかが課題となっている。

が必要であり且つ契約料金が掛かるため容易に利用
できるものではなかった。
一方、ビデオ会議システムは通話サービスの提供
のみであるが、自動車修繕業務においては整備工場
内で行われるため、通信設備は整備工場の通信回線
を利用でき、機器については現代社会においてカメ
ラ付きスマートフォンが広く普及しているため別途
契約に依る機器借用を行う必要が無く且つ整備工場
に金銭的負担を求めないこのサービスが今回の遠隔
臨場に最も適していると判断し、選定した。

表-1 室蘭開発建設部の車両整備台数
表-2
車両整備台数(台)

室蘭道路事務所
有珠道路事務所
苫小牧河川事務所
苫小牧道路事務所
日高道路事務所
浦河道路事務所
合計

19
18
5
37
26
18
123

ビデオ会議システムとクラウド型
ウェアラブルカメラの比較
ビデオ会議システム

クラウド型
ウェアラブルカメラ

利用契約
不必要

利用に関して別途契約が必要
である

不必要

利用に関して各種プランに合わ
せた契約が必要である

利用料金

(3)検査立会におけるその他の課題
自動車修繕業務は検査立会を基本としており、担
当職員所在地から整備工場が遠方に位置している場
合は即時検査ができず、部品注文が遅延するため作
業完了までの日数が伸びている事例がある。また、
整備工場は北海道開発局の車両以外の整備業務にも
携わっており、他の整備の合間に検査職員の対応を
行っているため、時間拘束されている(作業の待ち時
間が生じている)課題もある。
(4)今回の遠隔臨場の狙い
⑤中間確認(立会)と⑥作業完了確認(立会)を自席
での遠隔臨場に置換し、検査立会における時間及び
空間の制限を無くす事で移動に要する膨大な時間を
省略することで業務効率化を図り、整備工場の自動
車修繕業務における時間的、金銭的負担の軽減を可
能とする遠隔臨場の施工方法を試行検証した。
3.選定理由
(1)類似サービスの比較
遠隔臨場では既にクラウド型のウェアラブルカメ
ラを用いたサービスが土木工事等の保守・点検作業
や工程管理に導入されている事例がある。この点と
比較してビデオ会議システムにはどのような利点が
あるか表-2 に示す。
ウェアラブルカメラは遠隔臨場に必要な機器は全
て用意されており、通話・通信・撮影に関する機器
を持たない場合においても容易な遠隔臨場の施工が
可能であるが、このサービスは利用に際し別途契約

通信設備(機器)

双方各自通話・撮影機能を持つ
機器及び通信設備を必要数用 プランに合わせて通信に関する
意しなければならない
機器を利用する事ができる

(2)セキュリティ性能
遠隔臨場に用いるシステムの選定にあたっては、
機密情報の漏洩や個人情報の流出を防ぐため、セキ
ュリティ性能について確認が必要である。
そこで北海道開発局で運用しているビデオ会議シ
ステムの Webex(以下、
「Webex」という)は通信暗号
化に優れている事が利点であった¹⁾。
(3)マルチデバイス対応である
Webex はハードウェア面では PC やスマートフォ
ン、タブレット端末等、ソフトウェア面では
Windows、macOS、Android、iOS に対応しておりサ
ービスの利用を行う整備工場と担当職員のデバイス
(使用機器)が異なっている場合においても双方向通
信が可能であった。
(4)記録保存
Webex は動画による記録保存に対応しており、遠
隔臨場そのものが自動車修繕業務の提出資料として
履行可能である。
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4.試行概要

表-4

遠隔臨場の試行にあたって、利用環境が整ってい
る 2 社の協力を得て実施した。
試行内容は検査に要求される構成要素を十分に満
たすことが可能かどうか検証するため、映像の解像
度、描写速度等の確認ならびに整備工場の修繕責任
者から使用後についての聞き取りを行った。
(1)遠隔臨場での試行検証項目
・対象機械の重整備状況
・修繕追加指示伝達の可不可
・補修箇所の確認
・交換部品の数量の確認
・塗装状況の確認
・機能確認(灯火、警笛音等)

発注者往復 受注者検査
移動時間(h) 待機時間(h)

試行時刻

協力受注者

工場所在地

場所

①

7月20日

15:30～17:00

A社

室蘭市

工場内

0.34

0.34

②

7月22日

12:00～13:00

B社

平取町

工場内

4.38

4.38

室蘭市

(工場内)
屋外検査

0.34

0.34

③

8月22日

10:00～12:00

A社

合計
検査時間

5.06 5.06

5.遠隔臨場による検証
①ロータリ除雪車のブロワ伝導機は分解点検修理
を行っており (写真-1)、ブロワ電動機内部不可視
部分の撮影においては映像の解像度は良好、描写に
乱れ等の問題は無かった。
スマートフォンで撮影された交換部品の個数、番
号は音声にて計数を行い(写真-2)整備工場からの音
声も良好、追加指示をもって中間確認に伴う一連の
履行確認を行うことが可能となった。
ただ、撮影を行った際、周囲の光量が足りず少し
暗かった。以後は光源を保つため、カメラライトと
携行ライトを用意し、結果鮮明度の高い映像を得る
ことができたため試行についてはすべて付近に光源
を用意して撮影をしている。
またこの重整備の作業は映像データの保存をし、
修繕の詳細内容について後日確認を取ることができ
た。

(2)Webex 利用環境
表-3

試行時期

試行日時

遠隔臨場で使用した機器の性能一覧
自席

A社

B社

機材

NEC
タイプMB<MB-6>
intel CORE
i5-9500

iPhone6

iPhone10

OS

Windows10

iOS

iOS

オーディオ

48000Hz
16bit

48000Hz
24bit

48000Hz
24bit

通信帯域

440Mbps(受信)
16Mbps(送信)

41.59Mbps(受信)
24.74Mbps(送信)

17.5Mbps(受信)
14.5Mbps(送信)

カメラ

ウェブカメラ
1920×1024
200万画素
[30fps]

内蔵カメラ
1280×960
120万画素
[30～60fps]

内蔵カメラ
4032×3024
1200万画素
[30～60fps]

写真-1 内部不可視部分の撮影状況

(3)修繕対象車両及び試行時期
①:ロータリ除雪車(中間確認)
(ブロワ伝導機分解点検修理、交換部品の確認、
追加指示)
②:排水ポンプ車(中間確認)
(塗装状況確認、追加指示)
③:ロータリ除雪車（作業完了確認）
(交換部品確認、修繕箇所確認、機能確認)
写真-2 交換部品点数確認状況
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②排水ポンプ車は塗装状況をカメラ映像で認識可
能であるか検証した。B 社には一部の類似部品は撮
影後まで塗装を行わないよう事前に指示を行い塗装
前後を比較検証できる状態にして行った。
B 社のスマートフォンカメラでの映像 (写真-3)
より、塗装状況の検査は塗装前と塗装後の状態につ
いて、写真のとおり画像の乱れも無く鮮明に確認す
る事ができ、遠隔でも十分に検査が可能であった(写
真-4)。その他、音声による塗装箇所の追加指示も良
好にやり取りすることができた(写真-5)。

補修箇所の確認においても機械内部は暗く狭いた
め、目視確認は困難であった箇所をスマートフォン
による撮影に置き換えたことで機器が小型かつ拡大
可能である特性を活かして細部の状況検査を行うこ
とができ(写真-7)、履行状態の詳細情報を得ること
が可能となった。
機能確認は除雪装置と電装系の点検確認を行い、
動作状況の機能確認は問題無く履行できた(写真-7)。

写真-6
写真-3

撮影された部品番号

B 車のスマートフォンからの映像

写真-7 動作確認及び内部撮影状況
写真-4

写真-5

塗装箇所確認

6.整備工場からの意見
・実際に撮影を行う際は撮影者と説明者が 1 名ずつ
必要であると感じられた。
・撮影には携帯電話を利用しているため、撮影時に
は固定器具を用意する等落とさない工夫が必要で
ある。
・自撮り棒等の撮影範囲を拡張する道具があれば上
部の撮影がしやすくなる。
・撮影機器が手元から離れると携帯画面上に撮影状
況が表示されるため撮影状況が分かり辛くなる。

遠隔による塗装の指示前と指示後

③ロータリ除雪車の中間確認における破損部品及
び交換部品の数量確認、補修箇所の確認及び機能確
認の作業完了状況について検証した。
目視確認が必要な箇所は、車両の内側や電動機の
内部等であるため暗所が多く光源の有無によって視
認性が左右されたがスマートフォンカメラの鮮明度
は問題なく、撮影されている交換されたブレーキホ
ースの製品名や部品番号は自席 PC 画面ではっきり
と確認可能であった(写真-6)。

7.まとめ
（1）移動時間・検査待機時間の削減による効率化
・今回の遠隔臨場試行により、担当職員は検査に際
して移動時間が合計で約 5.06 時間、
整備工場は立
会検査の検査待機時間も合計すると約 10 時間削
減された(表-4 参照)。
・A 社、B 社の移動が無くなった為、維持除雪機械の
検査は往復 1 台あたり A 社(室蘭市)0.7 時間、B 社
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(平取町)8.8 時間の拘束時間を削減できる。(図2)
・室蘭開発建設部にて保有している維持除雪機械
123 台の立会検査を遠隔臨場に置換した場合は約
170 時間の業務効率化が可能となる。

8.今後について
ビデオ会議システム(Webex)を用いた自動車修繕
業務の効率化について検証した結果、十分な効果が
得られる可能性があることが判明した。
今後、遠隔臨場の継続的運用にあたっては以下の
項目について検証し継続的かつ多用途に運用が可能
であるか判断を行うのが適切であると考える。
(1)試行を継続し新たな課題を抽出
遠隔臨場を行うに適している車両や、遠隔臨場の
適応・不適応である現場状況を可視化する。
(2)通信環境や使用機器による検証
通信環境や使用する機器によって撮影にどのよう
な差違が発生するか検証する。

図-2

遠隔臨場にて効率化された移動時間

(2)画像鮮明度・音声等
・通信状況は天候の影響を受けず、良好であった。
・整備工場から撮影された映像及び音声については
機械動作、修理状況共に現状を把握するのに十分
な映像・音声鮮明度を有していた。
・B 社機器の通信帯域は A 社の約半分であったが、
映像の乱れ・音声の遅延等の大きな影響は無く、
映像の鮮明度のみ B 社が A 社よりも優れていた。
遠隔臨場中の映像精度は通信帯域よりも撮影機器
の性能の占める割合が大きい可能性がある。
(3)検査記録の保存
・修理中でしか確認ができない不可視部分は修繕作
業を行いながらの動画撮影により確認する事がで
きた。
・映像及び画像は自席パソコン上で保存が可能、動
画データから撮影時の画像を抽出する事ができる
ため、後日提出が求められる完了届に利用できる
可能性がある。
また、撮影記録日が自動的に動画データの属性と
なるため整備情報の透明性が非常に高くなった。
(4)その他課題
・現場ではスマートフォンのマイクが周辺の環境音
を取得する場合があるため多少の配慮が必要であ
る
・内部的な問題として、Webex の利用には事前承認
が必要であり突然の対応は難しく現場立会に比べ
て即応性が劣る。

(3)動画及び画像を用いた完成書類等の可能性検証
修繕や施工の記録保持において映像と音声を発注
者が記録することが検証によって確認できたので、
今後は完成書類等の資料に応用可能であるか検討し
ていく。
9.おわりに
室蘭開発建設部は今回の試行を踏まえ、明らかとな
った課題は今後できるだけ解決を図り来年度も自動
車修繕業務で本試行を継続して行う予定である。
また、今回の試行で遠隔臨場の効果を確認できたの
で他開発建設部でも試行を行って頂ければ幸いであ
る。
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