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地盤改良の施工状況を、任意の時間軸で表示することを可能にしたシステム
「Ground-4D®」。
注入圧力、流量などの注入データの他、設置された変位計測データをリアル
タイムにチャート表示（グラフ表示）し、刻々と変化する注入の進捗を3D画
像で確認することができます。
特定の時期のデータを抽出することが出来るため、遠隔地にいる企業者や発
注者もクラウド上から閲覧でき、現場の「今」を共有することができます。

日本基礎技術では、CIMを活用した情報化施工による生産性・安全性の向上を
目的に地盤改良の施工状況が３Ｄ画像でリアルタイムで確認できる
「Ground-4D®」システムを開発しました。

施工現場のモニタリングと過去への
タイムトラベルを可能にした
先進のリアルタイムシステムです

遠隔地にいながら施工状況を瞬時に把握可能 !!
▶今までは、管理室で確認していた注入データや変位計測データなどの施工情報が、
クラウドにアクセスすることで相関関係をモニタリングすることが可能です。

過去のデータをその場で確認 !!
▶従来、チャート紙から読み取っていたデータがクラウドに保存され、いつでも確認できます。
▶改良体や時間を指定して過去のデータ表示が可能です。

進捗状況をアニメーションで確認 !!
▶簡単な設定で指定した期間のアニメーション作成が可能です。

カスタマイズにより多様な工種にも対応可能 !!
▶カスタマイズすることも可能で、現場の地形や地質情報を3D画像に重ねて表示したり、
　多様な工種にも対応できます。
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特　長
施工の状況を
あらゆるデバイスで
どこにいてもリアルタイムに
確認できます

3次元データに時間軸をプラスした
4次元での可視化を実現！

Real-time monitoring system

3D  　　＋ 時間軸 ＝ 4D

Before After時 間 軸
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Cloud

・企業者
・発注者
・コンサルタント
・設備管理者

・PC
・タブレット
・スマートフォン

変位計測PC 変位計測

UPLOAD PC マルチ多連PC

注入圧力、流量などの注入データの他、重要構造物などに設置された変位計からのデータを
IoTクラウド（CLOUDSHIP®）上へ集積し、可視化システム（RealBoard®）にて
リアルタイムに3D画像へプロットします。
刻々と変化する注入の進捗状況や指定した時間の状況をパソコンやタブレット、スマートフォンの
ブラウザ上から確認できます。

概 要

※対応ブラウザは、Google Chrome, Firefox, Safari となっております。　CLOUDSHIP®　RealBoard®は、カマルク特定技術研究所株式会社の登録商標です。
注入量と共に改良体が大きくなります。

４D可視化イメージ 施工データ（施工時）

施工データ（施工時および完成後）

エクセルなどで編集した施工データを属性情報とし
て３次元モデルに付与することができます。

3D属性管理ソフトウェア「Navis＋」※3を利用する
ことで、圧力マップを簡易に作成することが可能と
なります。
施工時における変位の相関などの全体傾向の把握
や重点的に管理すべき場所の把握が容易となり、安
全な施工管理や品質の確保が期待できます。

現場の“今”がわかる

過去の状況を
アニメーションに!！

施工データ
注入量に応じた球体イメージをリアルタイムで
色と大きさで表示します。

周辺構造物への影響
変位計のデータを矢印の色と長さ及び数値で表
示します。

蓄積されたデータは、いつでもアニメーション
で表示できます。

データを３次元モデルで納品※1

３Dマップを簡易に作成

改良体

変位計測データ

注入量・注入圧力・注入速度データ 変位データ

変位データの表示例

圧力マップ例

変
位
デ
ー
タ
を
可
視
化

凡例

低い 高い

変位を数値と矢印で表示

※1 データの確認にはNavisworks®※2が必要です。
※2 Navisworks®は AUTODESKの登録商標です。
※3 Navis＋：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社製

Real-time monitoring system

先進のリアルタイムモニタリングシステム
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現場から得られる情報データ（注入圧力、流量などの注入データの他、変位データ）を
loTクラウド（CLOUDSHIP®）上へ集積し、可視化システム（RealBoard®）にて
リアルタイムに３D画像へプロットします。
刻々と変化する注入の進捗状況や指定した時間の状況をパソコンやタブレット、スマートフォンの
ブラウザ上から確認できます。

概 要

※対応ブラウザは、Google Chrome, Firefox, Safari となっております。　CLOUDSHIP® RealBoard®は、カマルク特定技術研究所株式会社の登録商標です。

ルジオン値と単位注入セメント量に応じて4Ｄ円柱モデルの色と大きさが変化します。

４D可視化イメージ（ダムグラウチング版） 施工データ（施工時）

施工データ（施工時および完成後）

エクセルデータなどで編集した施工データを属性情報として３次元モデルに付与することができます。

３Ｄ属性管理ソフトウェア「Navis＋」※3を利用することで、「ルジオン値」・
「単位注入セメント量」マップを簡易に作成することが可能となります。

現場の“今”がわかる

データを３次元モデルで納品※1

蓄積されたデータを用いて、進捗状況等をアニメーション表示することが可能です。
過去の状況をアニメーションに!!

３Dマップを簡易に作成
※1 データの確認にはNavisworks®※2が必要です。
※2 Navisworks®は AUTODESKの登録商標です。
※3 Navis＋：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社製

カスタマイズにより多様な工種に対応可能
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変位データの表示例

グラウトポンプ

for Grouting

情報共有

Cloud

・企業者
・発注者
・コンサルタント

従来
日報・集計・解析図表・
マップ等の帳票及び
CSVデータ

・PC
・タブレット
・スマートフォン

グラウチング
日報処理システム

流量・圧力・
変位データ

流量・圧力・変位信号

自動電磁流量計

UPLOAD PC 変位管理PC

岩盤変位計

ボーリングマシン 流量計検出器

グラウトミキサー

Real-time monitoring system

ナビゲーション部
注入データの数値・グラフ表示

施工データ
ルジオン値と単位注入セメント量に応じて4D円柱モデルの色と大きさが
変化します。

周辺構造物への影響
変位計のデータを矢印の色と長さ及び数値で表示します

グラフ内部の各ポイントにカーソルを合わせると、 
数値を確認することができます。

施工・改良の進捗、施工時における変位との相関
把握や、重点的に管理すべき場所の把握が容易と
なり、安全な施工管理や品質の確保ができます。

4D円柱モデルにカーソ
ルを合わせると「ルジオ
ン値」と「単位注入セメ
ント量」を確認できます。

変位ベクトル表示 
隆起：赤、沈下：青

変位ベクトルデータ

P-Q曲線図

注入量・注入圧力・注入速度データ

ナビゲーション部 4D表示部（注入データ、変位データ）


