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今日お話しすることは

2016/10/21

１. 地盤リスク診断サービス「JudGe5」とは？

２. 「JudGe5」のサービス内容

３. その他のリスク情報サービス



3

１ 地盤リスク診断
サービス

「 」とは？

2016/10/21



コマツ が展開している建設現場向けのICT ソリューション

「スマートコンストラクション」のオプションサービスとして、地盤リ
スク診断サービス「JudGe5」の提供を本年7 月より開始
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について

2016/10/21

JudGe５
(Judge for Urban Development by Geo-Engineering)

※ICT（Information and Communication Technology）
（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー）の略。情報通信技術のこと。
従来から使われていたIT（Information Technology:インフォメーション・テクノロ
ジー）に替わって、通信ネットワークによって情報が流通することの重要性を意識して使
⽤される⾔葉です。（総務省 国⺠のためのインターネット⽤語辞典）
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スマートコンストラクションの俯瞰図

2016/10/21

コマツよりご提供「未来の現場」実現のためのソリューション事業
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国土交通省「i-Construction」

出典：国土交通省ホームページ （http://www.mlit.go.jp/common/001125408.pdf）
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工事の最初から最後まで、工事に関わる、
全ての人、建機、土までも、ＩＣＴで有機的に

「つなげる」

スマートコンストラクションの特徴

2016/10/21

「KomConnect」
施工現場全エリアを三次元データで掌握

「スマートコンストラクションサポートセンタ」
ＩＣＴ施工を遠隔サポート

労働⼒不⾜など建設業の抱える様々な問題を解決
建設現場の生産性向上
国⼟交通省「i-Construction」準拠
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スマートコンストラクションへの技術提供

2016/10/21

地下の情報は三次元地盤モデルを活用

（１）現場周辺の地盤環境情報や自然災害リスク情報
の提供

（１）現場周辺の地盤環境情報や自然災害リスク情報
の提供

（２）微地形分析〜地盤情報の三次元モデル化による
地盤リスク判定

（２）微地形分析〜地盤情報の三次元モデル化による
地盤リスク判定

（３）詳細な地盤リスク情報の調査・解析・判定（３）詳細な地盤リスク情報の調査・解析・判定

ドローン

地下の情報は三次元地盤モデルを活用
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「JudGe5」とは？のまとめ

2016/10/21

「JudGe5」による地盤リスク、自然災害リスク
の事前把握

施工重機の選定
地盤や環境に起因するトラブル回避

工事の待機・手戻り防止

施⼯の効率化
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２ の
サービス内容

2016/10/21
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JudGe5サービスの概要

2016/10/21

Database

JudGe1~5を
注文

クラウドから
項⽬⼊⼒

概略的な
地盤リスク判定

詳細な
地盤リスク判定

現地調査含む
詳細な地盤リスク判定
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～ の内容

2016/10/21

商品
主な判定内容
のイメージ

提供
時間

地盤
リスク
影響

地域
分類

JudGe
0

各調査の必要性と優先度を出⼒(未
だ地盤判定はしない)

1
営業日

－
都市部

丘陵・⼭岳地

JudGe
1 ドローン情報とOYO地盤モデル、既往

⽂献・資料を元に、⼤まかな地盤判
定を⾏う。

2
営業日

小さい 都市部

JudGe
2

5
営業日

小さい 丘陵・⼭岳地

JudGe
3

ドローン情報と既往⽂献・資料による
３D地盤情報を元に、大まかな地盤
判定を⾏う。

５〜10
営業日

やや
大きい

都市部
丘陵・⼭岳地

JudGe
4

既存の現地調査を含めたやや詳細な
地盤判定を実施

最短で
10営業日

大きい
都市部

丘陵・⼭岳地

JudGe
5

新たな現地調査を含めた極めて詳細
な地盤判定を実施

規模に
依存

大きい
都市部

丘陵・⼭岳地
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～ 提供の流れ

JudGe0

JudGe4

JudGe5

地盤リスクの影響が単純・小さい

新規
現地調査

更なる調査が必要と判定されたとき

JudGe1 JudGe2

JudGe3

都市域
山岳
丘陵地

地盤リスクの影響が
複雑・大きい

既存
現地調査

概略判定

詳細判定
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JudGe0のレポート例

2016/10/21

・土地分類
・地盤リスク要因
・想定地盤リスク
などの記載

最適な上位
JudGeのご提案
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JudGe3レポート例(1)

2016/10/21

・専門技術者による考
察コメント

・土質・地盤構成情報
地下水位情報 など

のご提供
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JudGe3レポート例(2)

2016/10/21

・地盤の三次元モデル
・想定断面図
のご提供
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JudGe5の3Dモデル比較

2016/10/21

JudGe2：⼭岳地の地盤モデル（既往資料から作成）

JudGe5：山岳地の地盤モデル（現地調査結果を加味）

現地追加調査により軟弱層の
土質分類、基盤の風化分類、
破砕帯等が明らかになる

既存の地質図に基づく地質モデル
※地盤の細かい土質分類や弱部の
分布はやや不明確

上位JudGeで
より正確となる
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JudGe5サービスの特徴と効果

2016/10/21

【JudGe5サービスの特徴】
対象現場に最適な地盤リスク情報の提供
自然災害リスクの抽出
総合的分析による地盤リスクの提示
最適な上位JudGeを自動的に選定
利⽤者が、地盤リスクの許容度を考慮し、上位JudGeを⾏うか
判断

【JudGe5サービスの効果】
事前の地盤リスク対策による、ユーザの安心・安全確保
各種書類作成への活用
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３ その他の
リスク情報サービス

2016/10/21
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土地情報レポート

2016/10/21

PCで・・・

タブレットで・・・

利⽤者ご⾃⾝のPCやタブレット
から、希望の場所の土地情報
レポートを出⼒できます
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自然災害リスク情報レポート

2016/10/21

既存資料、解析データのデータ
ベースの図面などから、専門家
が評価・判定結果を提供します

【主な内容】
・地形地質概要
・⼟地利⽤履歴
・地震リスク
ゆれやすさ、液状化（危険度、履歴）
確率論的地震動予測、活断層位置

・土砂災害リスク
・水害リスク
浸⽔履歴
浸水想定（洪水、内水、高潮、津波）
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ＧＨＩレポート（複数拠点簡易評価レポート）

2016/10/21

1 本社 東京都千代田区神田美土代町**** 本社 *** 砂州・砂礫州 中程度 10.7 47.3 91 ⽴川断層帯 28km 震度５強 やや高い 想定なし -

2 工務本部 埼⽟県さいたま市北区⼟呂町**** 本部 *** ローム台地 中程度 8.9 45 90.3 関東平野北⻄縁断層帯主部 4km 震度６弱 非常に低い 想定なし -

3 コアラボ試験センター さいたま市北区宮原町**** 試験センター *** ローム台地 中程度 10.6 49.5 92.1 関東平野北⻄縁断層帯主部 3km 震度６弱 非常に低い 想定なし -

4 応用生態工学研究所 福島県⽥村郡三春町⼤字⻄⽅字⽯畑**** 研究所 *** 山地 非常に揺れにくい 0.1 0.6 9.2 福島盆地⻄縁断層帯 34km 震度４ 非常に低い 想定なし -

5 計測システム事業部 つくば市御幸が丘**** 事業部 *** ローム台地 中程度 10.6 50.2 93.4 関東平野北⻄縁断層帯主部 43km 震度５弱 非常に低い 想定なし -

6 エネルギー事業部 さいたま市南区太田窪**** 事業部 *** ローム台地 中程度 13.1 54.8 94.2 関東平野北⻄縁断層帯主部 11km 震度６弱 非常に低い 想定あり 0.5m未満

7 社会システム事業部 東京都文京区小石川**** 事業部 *** 谷底低地 やや揺れやすい 23.8 71.5 98.1 ⽴川断層帯 27km 震度５強 低い 想定なし -

8 北海道⽀店 札幌市白石区南郷通**** 支店 *** 火山山麓地 中程度 0.2 1.4 9.4 当別断層 23km 震度５強 非常に低い 想定なし -

9 函館営業所 函館市宝来町**** 営業所 *** 砂州・砂礫州 中程度 0.5 3.3 18.1 函館平野⻄縁断層帯 10km 震度６弱 やや高い 想定なし -

10 東北⽀社 仙台市宮城野区萩野町**** 支社 *** 後背湿地 やや揺れやすい 7.7 37.3 82.2 ⻑町ー利府線断層帯 7km 震度６強 やや高い 想定なし -

11 ⻘森⽀店 ⻘森市堤町**** 支店 *** 三角州・海岸低地 やや揺れやすい 1.9 11 42.5 津軽⼭地⻄縁断層帯南部 5km 震度６弱 やや高い 想定あり 0.5m未満

12 盛岡支店 盛岡市本宮**** 支店 *** 谷底低地 やや揺れにくい 0.2 4 26.1 北上低地⻄縁断層帯 9km 震度５強 やや高い 想定あり 0.5〜1.0m未満

13 秋田支店 秋田市山王**** 支店 *** 後背湿地 やや揺れやすい 4.5 12.9 35.8 北由利断層 4km 震度６強 やや高い 想定なし -

14 山形支店 山形市木の実町**** 支店 *** 扇状地 やや揺れにくい 0.6 4.8 22.6 山形盆地断層帯南部 10km 震度６弱 低い 想定なし -

15 福島支店 福島市三河南町**** 支店 *** 扇状地 やや揺れにくい 0.3 5.9 35.1 福島盆地⻄縁断層帯 7km 震度６弱 やや高い 想定なし -

16 横浜支店 横浜市港北区新横浜**** 支店 *** 後背湿地 揺れやすい 41.5 86 99.3 三浦半島断層群主部⾐笠・北武断層帯 9km 震度６強 やや高い 想定なし -

17 千葉営業所 千葉市美浜区中瀬**** 営業所 *** 埋⽴地 やや揺れやすい 37.9 84.6 99.7 三浦半島断層群主部⾐笠・北武断層帯 41km 震度５強 高い 想定なし -

18 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市鶴田町**** 営業所 *** ローム台地 中程度 1.4 15.5 63.3 関谷断層 27km 震度５強 非常に低い 想定なし -

19 ⻑野⽀店 ⻑野市栗⽥**** 支店 *** 扇状地 やや揺れにくい 4.2 14.5 39.2 ⻑野盆地⻄縁断層帯 5km 震度６弱 やや高い 想定なし -

20 新潟支店 新潟市東区紫竹**** 支店 *** 砂丘 やや揺れやすい 5.8 15.3 36 月岡断層帯 5km 震度６強 低い 想定あり 0.5〜1.0m未満

21 上越技術センター 新潟県上越市石橋**** 技術センター *** 砂礫質台地 やや揺れにくい 1.1 8.8 29.9 ⾼⽥平野⻄縁断層帯 3km 震度６強 非常に低い 想定なし -

22 佐渡営業所 新潟県佐渡市小木町**** 営業所 *** 砂州・砂礫州 中程度 1.2 5.7 17.2 ⻑岡平野⻄縁断層帯 31km 震度５弱 やや高い 想定なし -

23 北陸⽀店 ⾦沢市神野町東**** 支店 *** 三角州・海岸低地 やや揺れやすい 6.3 16.7 44.4 森本・富樫断層帯 9km 震度６強 やや高い 想定あり 0.5〜1.0m未満

24 富山営業所 富山県下新川郡入善町春日**** 営業所 *** 扇状地 中程度 2.1 11.6 32.8 魚津断層帯 6km 震度６弱 やや高い 想定なし -

25 中部支社 名古屋市守山区瀬古東**** 支社 *** 自然堤防 やや揺れやすい 21.9 58.6 77.3 猿投一高浜断層帯 6km 震度６強 やや高い 想定あり 2.0〜5.0m未満

26 静岡支店 静岡市駿河区津島町**** 支店 *** 扇状地 中程度 49.9 67.4 77.9 北伊⾖断層帯 51km 想定なし やや高い 想定あり 0.5m未満

27 岐阜営業所 岐⾩市⻯⽥町**** 営業所 *** 扇状地 中程度 3.4 28.4 65.8 濃尾断層帯主部三⽥洞断層帯 7km 震度６強 やや高い 想定なし -

28 三重営業所 津市半田**** 営業所 *** 丘陵 やや揺れにくい 11.7 50.8 71.2 布引山地東断層帯東部 1km以内 震度６弱 非常に低い 想定なし -

29 関⻄⽀社 ⼤阪市淀川区⽥川北**** 支社 *** 三角州・海岸低地 やや揺れやすい 19.3 60.3 84.4 上町断層帯 1km以内 震度７以上 やや高い 想定あり 0.5〜1.0m未満

30 神⼾⽀店 神⼾市中央区浜辺通**** 支店 *** 三角州・海岸低地 やや揺れやすい 11.3 48.3 79.6 六甲・淡路島断層帯主部六甲⼭地南縁ー淡路島東岸区間 1km以内 震度７以上 やや高い 想定なし -

31 滋賀支店 滋賀県大津市京町**** 支店 *** 砂礫質台地 揺れにくい 0.7 6 36.4 花折断層帯中南部 1km以内 震度６強 非常に低い 想定なし -

32 福井営業所 福井県敦賀市木崎**** 営業所 *** 後背湿地 やや揺れやすい 5.7 27.3 68.8 野坂断層帯 2km 震度６強 やや高い 想定なし -

33 和歌山営業所 和歌山市有田屋町南ノ丁**** 営業所 *** 砂州・砂礫州 中程度 20.4 61 80.9 中央構造線断層帯紀淡海峡ー鳴門海峡 9km 震度６弱 やや高い 想定なし -

34 広島支店 広島市佐伯区旭園**** 支店 *** 埋⽴地 中程度 2.9 17.1 55 五日市断層 3km 震度６弱 高い 想定あり 0.5m未満

35 岡山支店 岡山市南区豊成**** 支店 *** 三角州・海岸低地 やや揺れやすい 8.8 42.7 70.1 中央構造線断層帯讃岐⼭脈南縁ー⽯鎚⼭脈北縁東部 38km 震度５強 やや高い 想定なし -

36 鳥取営業所 鳥取市田島**** 営業所 *** 三角州・海岸低地 やや揺れやすい 0.8 6 33.6 那岐山断層帯 19km 震度６弱 やや高い 想定あり 1.0〜2.0m未満

37 山口支店 山口県山口市小郡緑町**** 支店 *** 三角州・海岸低地 やや揺れやすい 2.1 12.6 45.5 秋穂沖断層帯 21km 震度５弱 やや高い 想定あり 1.0〜2.0m未満

ゆれやすさ 震度６強

以上（%）

地形区分竣⼯年用途住所

30年間における地震発⽣確率

No 物件名 震度６弱

以上（%）

震度５強

以上（%）
想定浸水深（m）

最寄り活断層

想定有無
液状化の可能性

想定震度距離（km）名称

河川氾濫による浸⽔想定

安価にかつスピーディに、
多物件の一括評価を⾏います ※GHI : Geo Hazard

Information
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各レポートの特徴

名 称 概 要 ご利⽤例 備 考

土地情報レポート 簡易評価
営業支援として
（ハウスメーカー
様等）

レポート又
はシステム
でのご提供

自然災害リスク
情報レポート

専門的評価

事業候補地選定の
基礎資料として
（不動産デベロッ
パー様等）

周辺地域の
モデル柱状
図のオプ
ションあり

ＧＨＩレポート
簡易評価
（一覧表形式）

ＢＣＰ策定の基礎
資料として
（業種問わず、多
拠点をお持ちの企
業・団体様）
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おわりに

2016/10/21

応用地質は

地盤調査で培ったデータ等を駆使し、自然災害リスク・

地盤リスクを的確に把握します。

お客様のニーズに合ったレポートを速やかにご提供します。

対象となる土地の自然災害リスクや地盤リスクを把
握し、リスクを正しく恐れることで、効率的な設備投資
を⾏い、事業活動を安定的・継続的に⾏うことが可能
となります。

皆様の「戦略的防災投資」のご⽀援にお役⽴
ちできれば幸いです。



ご清聴ありがとうございました
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