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地盤改良リアルタイム施工管理システムの開発
―Web システムの活用―

三浦 正悟＊ 池田 直広＊ 遠藤 健＊

要 約： 建物基礎の施工管理においては，全ての情報を把握することができない地盤を対象とせざるを得ないため，施
工管理には想定外の事象が発生することもある。特に施工敷地内で支持層のレベルに傾斜が認められる場合，杭
や地盤改良を確実に支持層に到達させることが，重要なこととなる。
本研究では，機械攪拌による地盤改良を対象とし，従来は施工機械のオペレータしかリアルタイムに確認でき
なかった施工情報を施工関係者がリアルタイムに確認できるようWeb システムを活用した施工管理システムを
開発した。
その結果，施工管理の状況・結果を分かりやすく見える化し，施工品質の確保に貢献できるシステムを構築で
きた。
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1．はじめに
既製コンクリート杭の支持層未到達により生じた建物の
過大な不同沈下など，基礎工の瑕疵は竣工時には目に見え
なくても，後に建て替えざるを得ないような大きな問題と
なることがある。
基礎工について，十分な施工管理を実施することはもち
ろん，施工管理の結果を確実に残すことが必要となって
いる。
基礎工の施工管理において，一般的には，各種センサに
より取得される施工記録は，施工機械に取り付けられた施
工管理装置に蓄積され，専門工事会社が主体で管理するこ
とが多い。施工機械に蓄積されるデータを確認するには，

データを外部に取り出し，コンピュータによりデータ処理
し，出力する必要がある。
建物基礎において，支持層が比較的浅い場合に採用され

る機械攪拌による地盤改良施工（写真 1）では，一日当た
りの施工本数が多く，細やかな施工管理を実施することが
難しい状況となっている。
そこで本研究では，地盤改良の専門工事会社と共同で，

施工記録をどこからでもリアルタイムに確認するための仕
組みを開発し，実施工で試験適用を行った。

2．既往技術の概要・課題
地盤改良の施工では，①固化材添加量，②攪拌混合回
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写真 1 機械攪拌による地盤改良施工 写真 2 既往のリアルタイム施工管理システム



数，③仕事量（掘進撹拌抵抗値）による所定地層への着底
管理の 3つの施工管理項目を十分に満足することが必須と
なる。
施工管理は，写真 2のように施工機械に搭載したリアル
タイム施工管理システムを用いて，確実に所定の管理値を
満足するよう実施される。
施工管理項目のうち，①固化材添加量，②攪拌混合回数
の 2つについては，改良深度の全域にわたり所定の値以上
の数値となるまで施工を継続することで管理値を満足する
ことが出来る。③仕事量による所定地層への着底管理につ
いては，土質調査のボーリング地点近傍のコラムを試験施
工し，対象の支持層に到達した時点の仕事量を確認し，管
理値を定める必要がある。地層構成が敷地内で異なる場合
など，想定の支持層に到達しているかどうかを確認しつ
つ，施工を進める必要があるが，施工機械のオペレータ・
職長の判断に委ねることとなり，元請の施工管理を行き届
かせることが難しい。

3．開発技術の概要
前項の課題を解決すべく，施工機械ローカルに搭載され
ているリアルタイム施工管理システムの情報を施工管理・
品質管理に携わる関係者がリアルタイムに確認できる仕組
みをWeb システムにより実現した。
図 1に示すように施工機械に搭載された管理計本体ユニ
ットにWindows PC を接続し，現場内にあらかじめ構築
した無線 LANを利用して，詰所等に設置した簡易サーバ
にデータを蓄積する。簡易サーバから，所定の FTP サー
バにデータを転送する仕組みとし，Web サーバを用いて
Windows PC，タブレット，スマートフォンなどで閲覧で
きるようにした。
システムの特徴として，配置図に施工中，施工済みのコ
ラムを表示することで進捗確認が容易にできるとともに，
コラムをクリックすることで，施工結果の帳票を確認する
ことが可能である。
新規現場を追加するには，あらかじめ，施工の情報（全
てのコラムの設計座標，改良径，掘削長，空堀長，設計コ
ラム長，管理基準値など）を専用の Excel シートに入力
し，Excel のマクロを使用して，Web サーバに設定情報

をアップロードするだけで，稼働に必要な準備が完了する。
なお，試験施工において決定される仕事量の管理値につ

いては，試験施工後に入力することでシステムに反映さ
れる。

4．開発技術の導入効果
前項で述べたように，リアルタイム施工管理システムを

施工機械ローカルから物件関係者全員のグルーバルでリア
ルタイムな情報とすることで期待される効果としては下記
の 3点が考えられる。
･一般的には，設計監理者は施工初日の試験コラムに立
ち会い，それ以降の施工結果は施工後にまとめて確認
することが多い。本システムを活用することで，オン
デマンドに確認することができる。
･担当技術員以外の作業主任や作業所長のチェックが容
易になり，複眼管理を深度化できる。
･着底管理においては，想定より浅い深度で仕事量の管
理値を超えた場合などに，オンタイムで関係者が確認
でき，設計監理者等の判断を仰ぐのが容易になる。

5．建築現場への導入事例
本システムが地盤改良の施工期間中，リアルタイムに情

報を処理・表示できるかを確認するため，作業所の協力を
得て，図 1 の青破線内に示した管理モニタ PC，簡易サー
バ，モバイルルーターを設置し，試験導入した。
図 2には，本システムを試験導入した建築現場の地盤改

良の配置図を示した。施工概要としては，コラム径 1500
mm，本数 116 本，先端深度：設計 GL －4.0 m～設計 GL
－6.0 m である。現場の地盤は，ボーリング No. 1（図 3）
からボーリング No. 2（図 4）に向かい砂礫層の出現深度
が深くなっている。
試験施工は，ボーリング No. 1 近傍のコラム No. 3 とボ

ーリングNo. 2 近傍のコラムNo. 106 で実施した。
試験施工後のコラムの施工は，仕事量の数値が管理値を

上回ることを確認しつつ，その深度が周囲に比べて，浅く
ないことも確認する必要がある。
図 5には，施工途中における本システムのコラム配置図

表示画面を示す。地盤改良は円形で示され，施工中コラム
は黄緑色，施工済みコラムは灰色でWeb サーバにアップ
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図 1 Web によるリアルタイム施工管理システム 図 2 適用事例の地盤改良配置図



ロードされるデータにより自動で表示される。黄緑色のコ
ラムをクリックすることでリアルタイムの進捗状況（図
6）を，灰色のコラムをクリックすることで施工結果（図
7）を表示することができる。リアルタイムの進捗状況
（図 6）は，1分ごとに自動更新される。本コラムでは，想
定された支持層までの掘削長 6 m に対し，浅い部分で仕
事量が基準値を超えていることが確認できる。
施工結果のうち，重要な 3 つの管理項目については

OK，NGと自動判定し表示される（図 7）。
写真 3には，担当技術員が現場内で施工状況を確認して

いる状況を示す。従来は，施工機械のオペレータに聞かな
いと分からなかった情報を手元のタブレットで即座に確認
することができた（写真 4）。
本現場は，現場事務所と現場の距離が離れているため，事

務所からの施工状況確認に有効なツールとなった（写真 5）。
地盤改良の施工期間中，設計者，設計監理者，作業所
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図 3 ボーリングNo. 1 の柱状図と改良深度

図 6 施工中コラムの進捗表示（Web システム）

図 4 ボーリングNo. 2 の柱状図と改良深度

図 7 施工完了コラムの表示（Web システム）

図 5 配置図上での進捗表示（Web システム） 写真 3 施工管理状況（現場）



長，作業主任など現場関係者がシステムを活用し，複眼管
理を深度化して実施でき，品質確保に貢献できると考える。

6．今後の課題
建築現場への試験導入の中で，Web 表示の改良を即座
に行うことで関係者の要望については対応できた。
今後の課題としては下記の内容が挙げられる。
･実際の施工位置をどのように管理し，設計位置と紐づ
けるか，施工位置取得システムとの連係
･施工管理結果（エビデンス）と BIM（Building
Information Modeling）との連係

7．まとめ
本研究では，機械攪拌による地盤改良施工を対象とし

て，Web システムを活用してリアルタイム施工管理シス
テムを開発し，実現場に試験導入した。その結果，以下の
点で効果があったことを確認した。
1) 担当技術員や現場関係者が施工プロセスを確実に管理
することが可能となり，品質確保の手段として有効で
ある。

2) 設計監理者が施工初日以降にオンデマンドに施工結果
を確認するツールとして，有効である。
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写真 4 タブレット端末での表示状況 写真 5 施工管理状況（事務所）
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DEVELOPMENT OF SOIL IMPROVEMENT REAL-TIME CONSTRUCTION
MANAGEMENT SYSTEM

―UTILIZATION OF WEB SYSTEM―

S. Miura, N. Ikeda and K. Endo

In the construction management of building foundation, there is also be a result of unexpected. Because you have to
oppose the ground that you cannot grasp all the information.
If the depth of support layer is different in the site, it is important to ensure that the pile and soil improvement reach the
support layer.
In this research, we developed real-time construction management system for soil improvement utilizing web system.
As a result, we have created a system that can visualize the status and results of construction management and ensure
construction quality.


