


管理装置 杭打設結果表 進捗図

改良杭1本毎に出力される、杭打設結果表に記載されている実績値
(スラリー量等)と管理基準から合否を判断。

従来の管理



地盤改良へのCIMの適用

②施工情報の可視化

③支持層の可視化

①位置情報の取得

調査
測量
設計

施工
(着手前)

施工
(完成後)

維持
管理

３Ｄ-ＶiＭａの適用範囲

ＣＩＭの概念



①位置情報の取得

・複雑な杭配置の場合の、杭打設ミスを無くす。
・オペレータが画面を見て杭芯まで誘導できる。

衛星を利用した位置情報

管理モニター

ナビゲーションシステム
(マシンガイダンス)



②施工情報の可視化

電流値 スラリー量 羽根切り回数

着底管理
(支持層に着底させる)

深度管理
(計画深度まで改良する)

管理基準値以上

・改良杭1本毎に電流値
の上昇や施工速度の低下
を色で確認ができる。

・層境の余裕厚や地質区
分に対するスラリー量が
確認できる。

管理基準値以下の色
の有無で一目で合否
確認できる。

余裕厚層境



③支持層の可視化
(支持層に不陸や傾斜がある場合)

計画支持層 実績施工深度 計画と実績の比較

・着底層を立体的な面で捉えることで、介在層で着底しない。
・調査段階の数本の地盤調査結果をもとに作成した想定支持層と実
績値(実際の支持層線)が比較できる。

・数量の増減が計算できるため、設計変更が効率化できる。



⑥支持層
計画と実施

⑤属性情報の
可視化

④3D作図

①地盤調査

②杭芯座標

③ガイダンス



適用工種①：深層混合処理工法

[RASコラム工法] 
正逆回転機構
最大改良径φ2500mm×1軸

[RMP-MST工法]
複合混合撹拌
最大改良径φ1600mm×2軸

[ベースマシン]

攪拌翼

撹拌ヘッド



適用工種②：浅層・中層混合処理工法

[SCM工法]ロータリーブレンダー方式で、10ｍ程度改良可能



適用工種③：高圧噴射撹拌工法

固化材を高圧で噴射し、地盤を切削しながら混合・撹拌
[Megaジェット工法]直径4ｍを超える大口径の施工が可能



地盤改良機を計画改良位
置に誘導する位置計測シ
ステム
地盤改良時の施工管理情
報の表示システム
をタブレットに統合

GNSSステアリングシステム



GNSSステアリングシステム

設計図面

施工管理画面

誘導画面
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GNSSステアリングシステムを
活用することによる利点

全施工箇所の区画割・杭芯位置・誘導の
簡素化・省人化

RMP-MST工法 SCM工法 17

区割名
設計 実施 較差

X[m] Y[m] X[m] Y[m] X[m] Y[m]

D-1_1 右 -40971.161 -152563.471 -40,971.182 -152,563.487 -0.021 -0.016

D-1_2 左 -40971.624 -152561.939 -40,971.671 -152,561.982 -0.047 -0.043

D-2_1 右 -40969.658 -152568.449 -40,969.621 -152,568.437 0.037 0.012

D-2_2 左 -40970.121 -152566.917 -40,970.160 -152,566.899 -0.039 0.018

D-3_1 右 -40968.155 -152573.427 -40,968.168 -152,573.466 -0.013 -0.039

D-3_2 左 -40968.617 -152571.895 -40,968.642 -152,571.890 -0.025 0.005

D-4_1 右 -40966.651 -152578.404 -40,966.681 -152,578.441 -0.030 -0.037

D-4_2 左 -40967.114 -152576.873 -40,967.089 -152,576.851 0.025 0.022

D-5_1 右 -40965.148 -152583.382 -40,965.163 -152,583.390 -0.015 -0.008

D-5_2 左 -40965.61 -152581.851 -40,965.611 -152,581.864 -0.001 -0.013

D-6_1 右 -40963.644 -152588.36 -40,963.686 -152,588.339 -0.042 0.021

D-6_2 左 -40964.107 -152586.829 -40,964.119 -152,586.858 -0.012 -0.029

D-7_1 右 -40962.141 -152593.338 -40,962.135 -152,593.306 0.006 0.032

D-7_2 左 -40962.603 -152591.807 -40,962.556 -152,591.792 0.047 0.015

右

較差

X[m] Y[m]

-0.021 -0.016

-0.047 -0.043

0.037 0.012

-0.039 0.018



機器構成

GNSS 基地局

無線

GNSS
移動局

GNSS
無線機

外部モニタ
管理装置

GNSS

管理装置

[RASコラム工法/RMP-MST工法]

[SCM工法]



管理画面

工種 マシンガイダンス 施工管理 特長

深層混合
処理工法

・機械オペレータ主導による、
迅速な機械セット

・施工済み、未施工を表示す
ることで、施工全体の進捗
を把握

・施工管理情報を一画面に集
約し、リアルタイムに表示。

浅層・中層
混合処理工法

高圧噴射
撹拌工法



GNSSステアリングシステムビューア

• 工種の異なる複数台の施工状況を確認できる (最大7台)

• 任意の位置、深度で、現在までの施工結果を閲覧できる

稼働状況
進捗状況
施工軌跡
管理項目
の確認

※高圧噴射撹拌工法は今後対応予定



３D-ViMa実績 (2018年度末)
• 国土交通省： 51件
• その他公共機関：19件
• 民間： 2件 合計72件

GNSSステアリングシステム実績 (2018年度末)

• 国土交通省： 26件
• その他公共機関： 4件
• 民間： 4件 合計34件



ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ先
ライト工業株式会社 施工技術本部
TEL：03-3265-2456
FAX：03-3288-0896
E-Mail：gijyutsu@raito.co.jp
URL：www.raito.co.jp

mailto:gijyutsu@raito.co.jp
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