
地盤内の空洞自沈領域を詳細に検出する原位置地盤調査機の開発…0)

C0710_20

盤内の空洞自沈領域を詳細に検出する

原位置地盤調査機の開発
=ス ウェーデン式サウンディングに準拠した空油圧制御機による調査試験機圭

中K&O corpOraion 近藤  巧
Takumi Kondo

枷大Jヒ耕商事 大 北  耕 三

Kozo Ookita

1 . はじめに

戦後大量に整備され、我が国の発展や国民生活の

安全を支えてきた社会資本は、21世紀を迎え建設

後50年を超える構造物も見られるようになり、その

技術も建設から維持 ・管理へと移り、限られた資源

を有効に活用しその機能を継続させるための再生お

よび評価技術が必要になって来ている。

特に地盤構造物とりわけ河川堤防において、異常

な集中豪雨の多発による堤防の決壊等の発生を誘発

する劣化に対し、その 「再生」を図るための技術と

して、結果の迅速性やデータの連続性など調査の効

率性や経済性はむろんのこと、原地盤の拘束圧の下

で現状をリアルタイムで評価できる原位置試験方法

が強く求められている。

写真 1、写真 2は 台風で被災した護岸擁壁である

が、波浪 ・洪水等の異常外力の作用が直接的要因と

なって崩壊が起こったことは間違いないにしても、

連続する護岸の中でこれらの区間が被災した原因は

護岸背面の空洞化により起こったといっても過言で

はないであろう。

海岸や河川の日々の波浪や流水の営みの中で、時

には高潮や異常出水により、あるいは背面の地下水

による土砂流出により、徐々にその背面の隠れた状

態での空洞化の進行が、まさに突然の崩壊 として

我々の眼前に姿を現したものといえる。

この空洞化の進行が道路、堤防など地盤構造物の

劣化の過程と見れば、その過程を調査し評価するこ

とができる調査機を開発することは、地盤構造物の

再生を図るための技術として必要不可欠のものであ

ると考える。
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写真 1 平成19年台風 9号 による国道 1号西湘バイパス被災
(国上交通省関東地方整備局横浜国道事務所記者発表資料より)

2.SWS試 験機の問題点 と開発 目標

2-1 調査機に求められる機能

スウェーデン式サウンディング (Sws試 験機)は 、

持ち運びが便利で移動が簡単なため、調査測点を多

く取れ調査時間が短 く調査方法も簡単であり、調査

写真 2 平成16年台風23号 による洲本川護岸被災
(地盤i工学会災害緊急報告書より)



1  機械が安く機械ポーリングに比べて調査費が安価で

あるため予備的な調査方法として利用されている。

|   一方、調査対象である土は、その物性が気体、液
1  体、粒状体、粘性体、国形物およびそれらの混合体

|  であるが、自然状態、人工状態を問わず、経年的に

1  変化する空洞化等地盤の劣化や機能低下を評価 し、
|  その状況に応じた最適な再生技術を提示できる指標

|  が必要とされる.

たとえば、河川決壊の原因の 1つ である堤防漏箇

所の特定について見ると、その通 り水路の大きさお

よび位置の特定、特定された周辺地盤の劣化状態を

把握するためには、気相 ・液相 ・固相の三相状態で

粒状状態が異なる地層条件の中で、その境界条件を

明確にすると同時に、空洞を含む超軟弱領域を特定

, 化することが必要であるが、そのためには少なくと

も5cm以 下の頻度で計測され、かつその状態を把

握するための指標が必要と考え、SWS試 験に準拠

し、ウエイト載荷の空油圧制御化と測定頻度の細分

化により地盤内の空洞を含む超軟弱領域を詳細に検

出する原位置地盤調査機の開発に成功することがで

きた。

2-2 開発経緯および開発測定機の新規性

地盤構造物の再生に必要な機能を確保するため、

静的荷重と回転力により地盤の強度を評価するSWS

試験機に不足する機能は以下のとおりである。

●測定ピッチが25cmで あるため土質の詳細な区

分ができないこ
‐   ●沈下速度が確定されないため空洞を含む自沈領
1    域の特定ができない。

●自動化に対し駆動 ・載荷部自重のためゼロ荷重

載荷が不可能である。

スクリューポイント (SP)等 の挙動研究を通し

| て上記問題点を解決していく中で、地盤の再生が要

‐ 求する機能を満たし自沈空洞領域の計測のために

|  は、載荷台および回転モータ等の自重により500N

I  以下の測定不能領域に対する処理をどのようにする

| か大きな問題があった。

|  ゼロ荷重状態に対し空油圧制御による荷重制御機

1 構を開発し、負圧載荷により載荷台自重のゼロ荷重

1 状態を出現させ、載荷重の0～ 1,000Nまでの連続載
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写真3 NSWS G―Ⅳ (地盤内の空洞自沈領域を
詳細に検出する原位置地盤調査機)

固結化 と密度増加を図る水平加圧工法 (Netis登録

番号 :KK-0600414)の 検証用測定機 として開発を

開始 したSWS試 験機において、SWS測 定機の自動

化 を目標 として開発 を実施する中で、この新 しい

NSWS試 験機は、地盤内の空洞自沈領域を詳細に検
出する原位置地盤調査機として次のような特色を持
っている。

●測定頻度の細分化 (2.5cm測定)に より土質の

詳細な区分

●測定頻度の細分化と沈下時間計測により沈下速

度を定義化

●ウエイト荷重制御として空油圧制御機構を採用

●駆動 ・載荷部自重に対する負圧載荷によるゼロ

載荷

●ウエイト載荷重→空油圧制御により姿勢制御が

可能

●沈下状態の機械的制御による作業安全の権保

3.現 場実証

3-1 擁壁背面軟弱領域の検出

急傾斜崩壊地区の崩落面の特定調査において、急

傾斜斜面防護工として採用された擁壁背面が写真

4、 第 1図 に示すように載荷重1,OooN以下で自沈

する超軟弱状態であった。

この自沈領域は1.Omビッチで出現 してお り、下

に行 くほど載荷重が小さくなっており、最下部の水

抜きパイプの存在と合わせて軟弱状態を明確に捉え
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もたれ擁壁付近切土斜面 (伊賀上野市における古琵琶湖層群伊賀層累層)

写真 4 急傾斜斜面防護工背面測定
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第 1図  急傾斜斜面防護工形状および背面計測結果

ることができたが、本来背面土の地盤にもたれるこ

とによりその安定性を保つ擁壁の背面が、擁壁設置

後の経年変化に対しこのように超軟弱状態に進行す

ることはその安定性に疑間が残るところである。

この擁壁が設置されている背面の地質は、古琵琶

古層伊賀累層群に属する地域であるが、付近切土斜

面写真に見るように不透水粘土層と透水砂層の互層

構造で、この透水層である砂層からの湧水が1.Om

ビッチで存在し高含水状態となるとともに、水の通

り道を形成し背面の泥状化が進行したものと類推さ

れた。

このことはコンクリー トのような固体構造物と土
のような塑性 ・粒状体との境界領域において、水が

介在した場合、経年変化の中で単なる擁壁と土とし
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ての斜面でなく、擁壁と軟弱流動層の斜面に変化し

ていき、その安定性を再評価する指標として今回開

発した原位置地盤調査機が、地盤内の空洞自沈領域

を詳細に検出する測定機として有効であることを示

す結果となった。

3-2 盛土造成地における地山境界軟弱領域の

検出

盛上部湧水対策調査において従来型SWs試 験機

と今回開発 したSWS試 験機の比較試験を実施した

資料を第 2図 に示すが、従来型では検知しなかった

自沈層を4回検知しており、盛土部と地山部の境界

を明確に区別するとともに地山境界における湧水分

を検知している。

調査位置は造成当時湧水により排水処理に苦慮し

計測状況
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たところであるが、地山境界付近に軟弱自沈層があ
ることから盛土内の地下水の通 り水路と判断される

調査結果である。

この通り水路は地盤構造物における今日的問題で

ある谷埋め盛土や腹付け盛土の地震時の安定性や斜

面崩壊における円弧滑 り面として作用することが考
えられ、盛土の経年変化の中で十分管理すべき対象
であろう。

3-3 堤防モニタリングにおける

空洞領域の検出

第 3図 に示すデータは、既存堤防における小規模
な陥没箇所に対しその原因を特定するため、NSWS

試験機にて調査を行ったものである。上部堤防表土

部13mま では自沈状態が連続 して 9回 計測され、

連続 して測定された自沈状態のうち8回 までは載荷
荷重が30KNで 沈下状態となっている超軟弱層を形

成 してお り、その下部が最大N値 12程度の中位に

締まった粘性土層を有 し、この層を不透水層とし、

換算N値 (2 5cmビ ッチ)

これより上部が軟弱な浸潤層を形成している堤防で

あった。

最後の自沈現象について見れば、自沈後の載荷重

変化が900Nで 推移 している状態でさらなる低い載

荷状態 (300N)の 自沈が発生し、その後1,000Nま

で載荷重が漸増していることから、このような軟弱

地盤におけるNSWSの 測定値系列は空洞実験を実

施した場合に酷似しており、空洞領域の存在を示す

資料である。

一方、既存ボーリング資料のNo.10において 「中

流部のNo.10は盛土層下部 (GL-5m付 近)で完全漏

水しており、異臭が激しい」と報告されており調査

結果の同一性を示す資料と判断されるとともに、堤

防の漏水箇所としての空洞部分を感知した資料であ

る。

3-4 傾斜計測

荷重と回転による貫入抵抗の計測において荷重貫

入抵抗に関わる荷重載荷機能を空油圧制御化するこ

回転数

くNSWS測 定デー タ>

載荷重 [kg]

―
』

換算N値 25cmピ ッチ)

0 10 20 30 40 0  20  40  60  80 100 0  20  40 60 80 11111 020406080

自沈領域 (4回 )

従来測定 自沈感知せず

く従来型SWs測 定 >

N値 は稲田による換算N値

第 2図  盛土造成地盤計測結果
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<詳 細調査位置近傍横断>

畿111:

とにより、荷重の作用

方向に依存しない計測

が可能となった。

傾斜計測 について

は、測定機傾斜、鉛直、

75度、45度 に対応す

る。傾斜測定時におけ

る載荷盤等自重に対す

る負圧設定の変更につ

いては、載荷盤に対す

るウエイト増加 (備え

付けの75度および45

度傾斜に対する増加ウ

エイトを載荷盤部に取

り付け)に て対応する (写真 5、 第 4図 )。

第 5図 に同一場所における垂直測定 (機械姿勢 と

して鉛直方向に設置)と 傾斜測定 (傾斜角度75度)

について比較 した試料 を示すが、1.Omの測定範囲

ではあるが載荷重測定領域においてデータに相関性

が確認された。
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<測 定結果拡大図>

写真 5 鉛直計測と傾斜計測の比較根1定

4。 おわりに

地盤構造物は、洪水、波浪、異常降水量等の影響

により急激にその形態を一変させる一方で、降雨等

の気象的条件や地下水の状態により日常的変化をす

るため、その変化による地盤構造物の劣化に対 し、

日常点検を補完し、予備的管理のための情報取得や

ｏ
酔嫌
Ｒ

甫

N値 は稲田による換算N値

第 3図  堤防計測結果
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第 4図  傾■測定■更力板および増加ウエイト取 り付け図
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災害時の危機管理としての簡易的な調査方法が求め

られている。今回開発 した原位置試験機 (NSWS)

は、湧水 ・漏水等通 り水路、円弧滑 り面軟弱領域、

地盤内の空洞自沈領域を測定姿勢の左右されず詳細

に検出する試験機として、地盤構造物の再生に関わ

る情報を提供できる簡易な調査機として有用である

と思われる。今後、多様な現場での活用方法ついて

の検討が進められ、より広く普及し利活用されるこ

とを期待したい。

なお、本機開発にあたり岸和田製缶い、樋口建設

い、山一建設的、日本物理探鉱的にご協力いただい

たことに改めて謝意を表す。また、本稿を作成する

に当り近畿大学大野助教のご指導に対し謝意を表す。
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第 5図  鉛直計測と傾剣計測計測結果
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