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ＣＤＭ工法におけるＩＣＴ活用技術  

建設技術展示館第14期「第3回出展技術発表会 」2018/9/21  

～ 陸/河川/海のＣＤＭ工法を効率よく実施する技術 ～  

CDM研究会 徳永 幸彦 
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CDM施工機械の基本構成 
施工管理項目 
 ・深度 
 ・スラリー量 
 ・貫入/引抜速度 
 ・羽切り回転数 
 ・電流値 

ＣＤＭ（Cement Deep Mixing）工法とは、スラリー化した

セメント系改良材を軟弱地盤中に注入し、撹拌混合することで

強固な地盤を形成する軟弱地盤改良法です。  

ＣＤＭ工法とは・・・ 

CDM出来形状況 
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セット 
貫入 

吐出/撹拌 
先端処理 
吐出/撹拌 

引抜き 
撹拌 

固結 

モーター 

撹拌軸 

撹拌翼 

CDM工法の標準的施工手順 

ＣＤＭ工法の施工手順 
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ＣＤＭ工法 ～撹拌混合～ 
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施工管理システムの導入により、施工状況をリアルタイム

に把握でき信頼性の高い施工を実現   

ＣＤＭ工法の施工管理システム 

位置決め（GPS） 

潮位データ 

CDM船での管理画面 CDM陸上機での管理画面 
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ＣＤＭ工法の用途 
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● 短期間で所要強度を確保 

 対象土質に応じた安定材添加量を設定することにより、短期間で所

要の強度の改良土が得られる 

● 変形（沈下）が微少 

 改良地盤の載荷に伴う変形は極めて少なく、上部構造物に影響を与

えず、将来的な維持補修を必要としない 

● 耐震性・遮水性にすぐれている 

 耐震性にすぐれた構造物基礎や処分場遮水壁を構築可能 

● 確実な施工管理 

 施工管理システムにより、確実な施工管理と信頼性の高い地盤改良 

●無公害 

 低振動、低騒音工法なので周辺地域に影響を与えない 

ＣＤＭ工法の特長 
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陸上CDM CDM-FLOAT 海上CDM 

ＣＤＭ工法のＩＣＴ活用技術 
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GNSSを用いた自動位置決め 

自動打設 

施工データの共有化 

ＣＤＭ船におけるＩＣＴ技術の活用 
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図－4.5.6 光波計による自動位置決め方法 
(3) トランシット，テ－ピングおよび見通しによる位置決め方法 

 

 
 
図－4.5.7 トランシット，テーピングおよび見通しによる位置決め方法 

 

① トランシット/テーピング/見通しによる位置決め測量 

② 光波距離計測による位置決め測量 

問題点 
 ・海上では測量台の設置が必要 

問題点 
 ・時間がかかる 
 ・精度が悪い 

改良杭の位置決め（従来方式） 
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出典：https://www.youtube.com/watch?v=3oYW8iyQtgc 

GPSの仕組み 
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GPSの仕組み 

出典：https://www.youtube.com/watch?v=3oYW8iyQtgc 
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GPSの仕組み 
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GPSの仕組み 
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GPSの仕組み 
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GPSの仕組み 

出典：https://www.youtube.com/watch?v=3oYW8iyQtgc 
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基準局からの補正データとＧＮＳＳ衛星から得られた

データから自身の位置をリアルタイムで計算するため、

信頼性の高い位置決めが可能   

改良杭の位置決め（GPS方式） 
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補正データ受信アンテナ 

GPS受信アンテナ 

船体の傾斜計 

処理機頭部傾斜計 

位置決め用モニター 

GPS受信機 

補正データ受信アンテナ 

GPS受信アンテナ 

船体の傾斜計 

処理機頭部傾斜計 

位置決め用モニター 

GPS受信機 

CDM船におけるGPS機器の配置 
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潮位測定は自動潮位計により2分ごとに計測を行い

データを出力する（測定精度は±1cm） 

潮位測定 

受信アンテナ 

潮位受信部 

送信アンテナ 

潮位検出部 
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自動操船 

 自動モード：予め設定された設計座標に本船を誘導 

半自動モード：前後左右のレーバー１つで移動が可能 
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自動打設 
2
2 

GPS潮位計 
喫水計 
傾斜計 

昇降速度 
改良軸回転速度 
スラリー吐出量 
改良機鉛直度 

操作室 

機関監視室 



23/38 

杭の位置決め、処理機の貫入/引抜速度、羽切回転数、セメ

ントスラリーの吐出量、着底管理などの施工データが共通の

管理画面で作業員間で共有化される 

操作室 機関監視室 

応接室 居 室 

打設情報の共有化 



24/38 

モニタリングによる杭打設状況の確認 データの記録 

結果の印刷 

打設管理画面と施工記録の電子化 

杭打設位置への移動 

位置決め完了後施工開始 

打設計画データの入力 

 ・杭の座標 

 ・打設深度 

 ・セメント注入量 

    など 
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落水者検知システム 
2
5 

2011年3月
11日 

2010年度技術報告会 

作業員が落水すると早期に発見、警報を鳴らすシステム 
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台船に陸上ＣＤＭ機を搭載した工法 

 
ＣＤＭ船が入域できない河川運河などの 

狭隘な水域での施工を得意とする 

CDM-FLOAT工法 
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河川側からなら可能 

護岸背面の陸上施工は 
既設構造物などのためムリ？ 

巨大地震に備え 
護岸の耐震補強が 
必要になった!! 

既設護岸を補強したい！（地盤改良） 
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できるだけ工費と
工期をかけずに
施工したい・・ 

 従来工法（作業構台+陸上施工機）  CDM-FLOAT工法 

低水深でも 
施工が可能な 
工法はないか？ 

既設護岸を補強したい！（地盤改良） 
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河川、運河、湖沼、河口部などのＣＤＭ船が入域できな

い狭隘な場所での施工が可能 

台船に陸上CDM機を搭載して潮位管理機能付きシステム

管理装置により施工管理 

CDM-FLOAT工法 ～ 陸上機搭載台船方式CDM工法 ～ 
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トータルステーションを用いた 
CDM-FLOAT台船の位置決め 

潮位管理機能付き施工管理システム 

CDM-FLOAT工法のICT活用技術 
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ビルや構造物がＧＰＳ電波の障害となるためCDM-FLOAT
工法ではトータルステーションにより位置決め 

トータルステーション 位置決め管理画面 

トータルステーション2台で台船の位置を測量し、操作室で

管理画面を確認して設計の杭位置に台船を移動する 

反射プリズム 

トータルステーション 

トータルステーションによる自動位置決め 
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常に潮位を確認しながらペンレコに表れる深度を逆算し

て施工管理するため、施工管理の精度にばらつきが生じ

やすい            

空打 

貫入（1m/分） 引抜（1m/分） 

改良下端 

従来記録方式（ペンレコーダー） 
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（1）施工前に潮位を管理装置に入力    

           ⇒ 常時工事基準面高さで施工管理が可能    

（2）施工完了後にデータを保存し 

            杭打設結果表/杭打設日報を出力 

     ⇒ 電子納品に対応 

 [ 特  徴 ] 

  施工管理が容易、緻密になり品質確保の向上が図れる 

          ⇒ 目視管理からの脱却、省力化 

  

CDM-FLOAT工法の施工管理方法 
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潮位管理機能付き施工管理システム 
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施工管理 
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打設データをUSBメモリな
どに保存し、 
 ① 杭打設結果表 
 ② 杭打設日報 
を出力する 

①杭打設結果表 
USBメモリ 

施工管理システム（現在） 

②杭打設日報 
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ICT化に向けた施工管理システム（検討中） 
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● 施工中の状況をリアルタイムで監視できる 
 
● 日報、杭打設結果表の表示、および印刷 
 
● 施工済みデータの再生 
 
● 杭打設結果表の３Ｄ表示 
 

Webサーバの利用による施工管理 

システムを拡張すれば、 
 
● 施工指示書の作成および進捗状況の確認 
 
● GNSSによる位置誘導、施工位置確認 
 
● CADデータ上の進捗状況確認（マップ表示） 
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ご静聴ありがとうございました!  

Deep Mixing 2015 in San Francisco 
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