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現場計測データのリアルタイム統合マップの開発
―Web システムと ICTの活用―

三浦 正悟＊ 池田 直広＊ 渡辺 拓人＊

要 約： 都市部の建築工事では，根切り山留め工事の安全性確保や周辺地盤への影響を最小限に留めるため，山留め計
測による施工管理や，敷地境界での騒音・振動などの環境測定を行い，近隣へ有害な影響を与えないことが要求
されている。
このような背景の下，山留め計測や環境計測は個別に実施され，それぞれの計測工事担当者のみが状況を把握

するに留まっているのが一般的である。
一方で，現在の計測管理の方法では，計測管理項目の数値が管理値（1 次，2 次，限界）を超えた場合に工事

関係者に警報メール等で通知される仕組みが一般的であるが，警報が発信された際に，メールに記された限定的
な情報をもとに現場で起きている状況を迅速に把握するのは難しく，関連計測値等の情報を別途，収集する必要
がある。
本研究では，工事関係者が安全度合いを直感的に理解できることを目的とし，従来の計測結果をグラフ表示す

るWeb システムに加え，現場の平面図に種々のシステムで計測された項目を表示させる「リアルタイム統合マ
ップ」を開発した。
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1．はじめに
建築現場における現場管理者は，刻々と変わる現場の状

態を計測管理から得られる山留め変形などの数値により安
全かどうか確認しながら施工管理を実施している。一方で
その管理期間は数ヶ月にわたり，リアルタイムに得られる
計測管理値に対して，全ての内容が安全なのかどうか，あ
るいは危険に繋がる兆候はないのか，センサ類に異常はな
いか，監視しつづけることは困難である。
本研究では，現場管理者の目線で山留め計測や環境計測

に関わる日々の施工管理を短時間に直感的に把握できるよ
うな仕組みが必要だと考え，計測結果の見せ方の再構築を
実施することとした。
本報告では，現場管理上，必要な計測データを現場の平

面図に表示させ，直感的に安全度合いを確認できるシステ
ムを開発し，現場への試験適用を図り，効果を確認したの
で，その結果を報告する。

2．既往技術の概要・課題
本研究で対象とした計測管理に関わる既往技術として，

山留め計測システム（2003（平成 15）年より独自開発），
環境計測システム（2007（平成 19）年より独自開発），そ
してWeb を利用し，これらの結果をどこからでも確認で

きるWeb 計測管理システム（2008（平成 20）年より独自
開発）がある。
2.1 山留め計測システムの概要
山留め計測システム（図 1）は，山留め変形，支保工反

力，地下水位などを計測管理するために用いられる。あら
かじめ決めた時間間隔でインターバル計測し，その計測値
（山留め変形など）が計測管理値を超えた場合，登録した
関係者に警報メールを送信する機能を有する。
建築現場と現場事務所は離れた場所にあることが多いた

め，計測のためのデータロガーと山留め計測システムの
PC（コンピュータ）は，ネットワーク接続で計測できる
仕組みとしている。
インターバル計測毎に，計測したデータを，FTP サー

バにアップロードし，Web システム側で，データ処理を
行い，ユーザが確認できる仕組みとしている（図 3）。1)

2.2 環境計測システムの概要
環境計測システム（図 2）は，PLC（シーケンサとも呼
ばれる専用の小型コンピュータ）により，計測する項目
（振動，騒音，粉塵など）に対して，一定時間（通常は 10
分間）の平均値を取得し，その計測値が計測管理値を超え
た場合，警報メールを送信する機能を有する。PC を使用
せずに計測管理することも可能であるが，計測値を工事関
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係者が閲覧するために，山留め計測と同様に，計測データ
を FTPサーバに送信し，Web サーバでデータ処理を行っ
て，Web システムで管理するシステムとしている（図
3）。本システムは，特許を取得しており（特許 5075712），
「環境ビジュアライザ」として商標登録している。

図 1 山留め計測システム

図 2 環境計測システム

2.3 既往技術の課題
計測管理担当者が，日々の計測管理において，警報メー

ルを受信しなければ，問題がないと判断している場合，計
測値の推移など計測管理の状況を把握せずに工事管理を実
施することとなる。このような場合，下記のような課題が
あった。
1) 計測値が，管理値に対してどの程度余裕があるか把
握するために，個々のグラフを計測結果が更新され
るたびに確認する必要がある。

2) 何らかの理由で計測システムが正常に稼働していな
い場合，警報メールの送信ができないので，計測が
滞っている状態の発見が遅れることがある。

3) センサ（計器）の異常により，警報メールが送信さ
れた場合，関係性のある計測値を確認するまでは，
その異常に気がつくことができないため，計測管理

を熟知していない担当者では，対応が遅れたり，不
充分となったりすることがある。

図 3 Web 計測管理システム画面

3．開発技術の概要
先に述べた課題を解決するため，計測値を一元管理し，

一画面で現在どのような状況なのか確認できるシステムを
開発する必要があった。
そこで，計測管理担当者以外でも，一目瞭然に計測管理

の状況が把握できるように管理値と併せて計測値を現場平
面図上に配置したシステム（以後，計測データのリアルタ
イム統合マップと称す。）の開発を行った。
2節で述べた既往技術を適用中の現場の協力のもと，山

留め計測，環境計測データに加え，インターネット上に公
開されている近隣河川水位，近傍地点の降水量を表示でき
るシステムとしてリアルタイム統合マップを構築した。

4．開発技術が目指す導入効果
以下の点に主眼をおいて，計測データのリアルタイム統

合マップの開発を行った。
1) 計測値が，管理値に対してどの程度余裕があるか平
面図上で，容易に把握できること。また，どこが管
理値に近い状況なのかなど，管理ポイントを把握し
やすくすること。

2) 計測システムの更新時刻を表示し，データが一定時
間更新されない場合は，画面上に表示し，計測シス
テムのチェックを促せるシステムとすること。

3) 山留め変形，支保工軸力，気温，地下水位，降水量
など，因果関係のある項目を同時に確認できるよう
にすることで，警報メールを受信した後に，本シス
テムの画面を確認すれば，1 点だけ異常値を示すな
ど，センサ（計器）異常を疑えるようにすること。
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5．現場導入事例
試験導入を行った現場は，都市部に位置した建築工事で

あり，環境計測，山留め計測管理を実施している工事であ
る。
山留め計測の項目は，山留め変形，地盤アンカー反力，

切梁軸力，地下水位である。山留め計測システムに本設の
鉄骨柱の軸力を計測項目として加えた。環境計測の項目
は，騒音，振動，粉塵である。
リアルタイム統合マップには，上記項目以外に，3節で

述べたインターネット上に公開されたデータとして，近隣
河川の水位，降水量を表示されることとした。
図 4 には，リアルタイム統合マップの表示画面を示し

た。現場の平面図に管理値とともに計測値を同時に表示し
ている状況となる。
図 5～図 10 には，リアルタイム統合マップ（図 4）の一

部を拡大したものを示し，詳細を記す。
図 5には，山留め変形の表示例を示した。山留め壁の変

形のうち，最大値を拾い出して表示し，下段には計測値の
大きさを示す色付けしたバーを表示し，管理値と対比し
て，1 次管理値未満であれば水色，2 次管理値未満であれ
ば，黄色，2次管理値を超えると赤で表示する。
計測点を示す緑色の○印は管理ユーザが任意に位置を設

定できるようにし，計測値等表示するボックス部分は，計
測点の周囲に任意に配置できるようにした。
なお，他の管理項目についても計測値下段や計測点の配

置方法について同様の仕様とした。
図 6には，地下水位の表示例，図 7には，環境計測（騒

音・振動・粉塵）の表示例，図 8には，鉄骨柱軸力の表示
例を示した。
図 9 には，計測システム（山留め計測（自動計測と表

記），環境計測）の更新時刻の表示例を示した。あらかじ
め設定した時間，データが更新されない場合，赤字でシス
テムの異常を知らせるとともに，警報メールによって，デ
ータが更新されていないことを通知する仕組みとなってい
る。
図 10 には，近隣の降水量，河川の水位の表示例を示し

た。インターネット上に公開されているアメダスの降水
量，国土交通省の河川水位のデータを更新頻度に合わせて
Web システム上で取り込んでいる。
ユーザはログインして，リアルタイム統合マップを選択

すると，最新の計測値を平面図上で確認することができ
る。
現場事務所では，Web カメラの画像とリアルタイム統

合マップを上下に並べた大画面モニタに常時表示し，常に
最新の値を作業所の工事関係者が確認できるようにした
（写真 1）。

6．今後の課題
試験導入を行った現場の状況から，計測データをリアル

タイムに統合したマップに表示させることは計測管理を実
施する上で有効であることが分かった。

今後は，より多くの現場に適用し，システムをさらに進
化させていく所存である。
今までは，それぞれの計測データを現場担当者が確認
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図 4 導入した現場のリアルタイム統合マップ

図 5 山留め変形の表示

図 6 地下水位の表示

図 7 環境計測（騒音・振動・粉塵）の表示

図 10 近隣の降水量，河川の水位の表示

図 8 鉄骨柱軸力の表示

図 9 計測システムの更新時刻の表示
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し，知識・経験をもとに状況を判断し，施工管理を実施し
てきた。今後は，本システムをさらに発展させ，得られた
計測データからどのようなことが考えられるか，AI など
を用いることも視野に入れて，現場の状況・計測システム

の状態を判定できるシステムへと繋げていきたいと考えて
いる。

7．まとめ
本研究では，工事関係者が安全度合いを直感的に理解で

きることを目的とし，従来の計測結果をグラフ表示する
Web システムをベースに，現場の平面図に計測したデー
タに加え，Web システムで収集した項目を併せて表示さ
せる「リアルタイム統合マップ」を開発した。なお，本シ
ステムは，特許出願中である。
本研究開発の結果，現場の計測管理を実施する上で，以

下の点で効果があったことを確認した。
1) 計測値が，管理値に対してどの程度余裕があるか平
面図上で，容易に把握できる。

2) どこが管理値に近い状況なのかなど，管理ポイント
が把握できる。

3) 計測システムの更新時刻の表示により，個々の計測
システムの稼働状況がチェックできる。

4) 警報メールを受信した直後に，リアルタイム統合マ
ップを確認することで，迅速に現場管理にフィード
バックすることができる。
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写真 1 大画面モニタによる表示（現場事務所）
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DEVELOPMENT OF REAL-TIME INTEGRATED MAP OF ON-SITE MEASUREMENT DATA
―UTILIZATION OF WEB SYSTEM AND ICT―

S. Miura, N. Ikeda and T. Watanabe

In the urban construction work, in order to ensure the safety of excavation work and to minimize the influence on the
surrounding ground. It is necessary to confirm the influence of noise and vibration by carrying out environmental
measurement.
Generally, on field measurements of earth retaining wall and environmental measurement, when the measured value

exceeds the control value, a warning mail is transmitted. It is difficult to grasp everything with only the warning mail
information. We need to collect other information separately.
In this research, we developed “Real-time Integration Map” for the purpose of easily grasp the measurement situation.

“Real-time integration map” is a system that collectively displays field measurement data of earth retaining wall and
environmental measurement data in a plan view.


