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第５章 各種の地盤調査法  

５．１ 知っておきたいボーリング調査法  

５．１．１ ボーリング調査と試料採取  

 ＳＳ試験は宅地の地盤調査に多用されてはいますが、この調査法では十分な調査ができ

ないこともあります。このようなときボーリング調査を追加して行う場合があります。い

ろんな種類の調査法がありますが、ボーリングは最も良く知られた方法ですから、宅地品

質を責任をもって判断する立場の人は少なくともその概要について知っていることが必要

です。 

 ボーリングとは、地盤構成の確認や後述する土質試験用試料の採取、および標準貫入試

験、ボーリング孔内載荷試験などの原位置試験を行うための孔を作る目的を持つ作業です。 

１）ボーリング調査  

（１）計画と準備 

 ①ボーリング位置、本数、深度の確認 

 ある敷地で１箇所のボーリングを行ったとしますと、そのデータはあくまで一本の線で

しかありません。２箇所以上を行う事により面となって土層の連続性や分布状況などの地

盤構造が明らかになります。 

 我が国の場合、大都市のほとんどが、河口付近に発達していますが、この様な地域は、

昔の氾濫原で土層の凹凸が激しい事が予想されます。あるいは建築面積が広大である場合、

１箇所の試験ではデータが不足で正しい判定が不可能な時もあります。その様な時は、複

数箇所の試験を行えば正しい判定を得るのが容易となりますので、迷わず２箇所以上の地

点で実施するべきです。 

 ②ボーリング位置の地盤高さの測定 

 ボーリング位置の標高を正確に測定します。必要によって敷地内、あるいは敷地外に設

定した基準レベル（KBM）から計測します。 

 ③ボーリング方法の確認 

 ボーリングといえば、通常機械ボーリングをさします。これにはロータリー式、パーカ

ッション式、ウォッシュ式等があり、わが国では、掘進可能深度100m程度、機材一式で

20kN（２tf）トラックに積載できるハンドフィード式ロータリー型が多用されています。 

 ④ボーリングの孔径の確認 

 実施する原位置試験やサンプリングの項目により、孔径を選定する必要がありますが、

標準貫入試験のみを行う場合は66mmでよいでしょう。 

 ⑤作業スペースの確認 

 ボーリング調査の計画にあたっては、搬入路や作業スぺ一ス、足場などの仮設の要否、

給水施設など現地の状況を事前に確認しておくことが必要です。少なくても２×５m位の

空間が必要になります。 
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              図５．１．１－１ 

        図５．１．１－２ 

（２）機械装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 装置を図5.1.1-1に示します。 

（３）機械の据え付け 

 ボーリングの地点が決まったら、先ず機械を据えつけ、三脚をその上に立てます。この

三脚はボーリングが進行している間スイベルをつることと、後に述べる標準貫入試験を行

なうときに、おもりを吊り上げる滑車を吊っておくこと、またボーリングロッドを吊り下

したり、吊り上げたりすることなどに使います。 

（４）掘進 

 ボーリング地点には先ずドライブパイプを打ち

こんでおきます。ドライブパイプは正確に垂直に

打ちこまれます。このパイプはボーリング孔の周

辺が崩壊するのを防止する役目を持っています。 

 次に先端にコアチューブを取り付けたロッドを

ボーリング機械に取りつけて、掘進を開始します。

ロッドは回転しながらハンドレバーで地中に押し

こまれるわけです。 

 コアチューブの先端は大きい礫を切ったり、岩

盤に食いこんで穴をあけたりするために図

5.1.1-2のような、硬質金属などを埋めこんだクラウンが取りつけられています。 

 コアチューブ内に入った土は引き上げられて点検され、またサンプルとして保存される

わけです。 
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 孔内水位は地下水位に関係がありますが、必ずしも地下水位を示すとは限りません。一

般に地下水位よりも少し高めになる傾向があります。したがって掘進は自然水位を計測す

るために、これを確認するまでは無水掘りが原則とされています。しかし掘削深さが数m

以上になりますと、刃先の発熱を防止したり、孔底の掘りくず（スライム）を地上に回収

したり、孔壁の崩壊を防止するために、水（循環水）の使用が必要になります。 

 穿孔（さっこう）は、孔底をいためないようにていねいな作業を行うことが大切です。

排出したスライムの性状・逸水・湧水現象・孔壁の崩壊などボーリング中に起こるあらゆ

る現象に注意して記録をとっておきます。 

（５）保孔 

 ボーリング孔は、孔壁が崩れるのを防ぐために、ベントナイトという活性の高い粘土を

水に溶かした溶液を満たしておきます。このベントナイト液はコアチューブが回転して土

や石を切るときの発熱を吸収する役割があります。 

 ボーリング孔内のベントナイト液は、ロッドの頭部に取りつけられたスイベルという回

転装置を通して、送水ポンプによってロッド内に送りこまれ、それがボーリング孔を逆に

上方に登って来ます。このベントナイト液は泥水だめに貯溜されるわけですが、送水ポン

プのサクションパイプ（吸い上げ管）がここに挿入されていて、再びポンプ中に吸い上げ

られ、ボーリングロッドの中へ送りこまれるわけです。このようにしてベントナイト液は

常に循環しながら孔壁が崩壊しないように保護しているのです。 

 ロータリーボーリングにおいては、掘削泥水が孔壁安定に大きな効果がありますので、

普通はケーシングを使用する必要はありません。地表面付近の土は崩壊しやすいですので、

場合によってドライブパイプを３ m以上打ち込むこともあります。それ以下の部分で泥水

による壁面の保護が困難な場合には、ケーシングパイプを打ち込みます。その場合、ケー

シングパイプの先端深度は試料採取深度の１m以上上方で止めるようにします。 

２）標準貫入試験 

 ボーリングには必ずといっても過言ではないくらいに標準貫入試験をあわせ行うのが普

通になっています。これはその試験によって土の強さ（貫入抵抗）を測定し基礎設計の資

料にすることを目的としているわけですが、ここでその概要を述べます。 

 標準貫入試験というのは世界各国共通の試験方法で、その試験の結果は N値として土の

性質を判断するのに使われています。試験はJIS A 1219（土の標準貫入試験方法）に定

められています。 

 ボーリング孔を利用して、原位置における土の硬軟、締り具合の相対値を定量的に知る

ための N値を求める試験で、わが国では最も広く行われている動的サウンディング（後述

します）です。 

 試験時に乱した土の試料が得られますので、地層を直接観察でき、かつ物理試験の試料

として利用できる利点があります。 

 標準貫入試験が世界的な規模で標準化された現位置試験であることは前記の通りですが、

おもりを落下させる方法については、各国によって相違があり、まだ完全に標準的な方法

がとられているわけではありません。 

 このようなことが N値に個人差を与えることにもなり、またこのほかにもボーリング長

さの影響や、貫入試験を行う位置、つまり深さの影響、砂礫層では礫の大小が貫入抵抗に
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           図５．１．１－３ 

                    図５．１．１－４ 

影響する傾向があるなどの問題があって、標準貫入試験に対する評価もまちまちです。し

かし何といってもボーリングと併用できる便利さがあり、また N値にバラツキがあるにし

ても、それによって大体の土の強さが判定できるだけでなく、そのほかにも土の性質を推

定することができる便利さが、現在のような普及をみたということができましょう。 

（１）試験装置 

 図5.1.1-3はその標準貫入試

験の装置を模式化したものです。

この図に示されているように、

標準貫入試験の主要部分はおも

りとそれを落下させて受け止め

るノッキングヘッド、それから

ボーリングロッドの先端に取り

つけられたスプリットサンプラ

ーの３個です。 

（２）試験の準備 

 ①サンプラーの点検 

 さて、おもりや落下高が標準

化 さ れ て い る よ う に 、 図

5.1.1-4に示すようなスプリッ

トサンプラーも標準化されてい

ます。サンプラーとは、サンプ

ルを採取する道具というような

意味で、スプリットというのは

２つ割りにするという意味です。

このサンプラーは全長81cm、

外径5.1cm、内径3.5cmで、先端と頭部をはずすと中間の56cmの筒状の部分が２つに割

れ、標準貫入試験のときに中につまった土が簡単に取り出せるようになっています。 

 標準貫入試験用サンプラーは、比較的均一な砂層や粘性土層の場合には、いたみのない

ものを使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②試料採取深度の確認 

 標準貫入試験は通常１mごとに行います。必要によって50cmごとに行うこともありま

す。ロッドおよび本数を確認して、所定の深さに位置したかどうかをチェックします。 
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      図５．１．１－５ 

 ボーリングロッドが所定の深さに到達したとき、ロッドの挿入長さからその深さを確認

します。ロッドの単位長さは普通、ロッドカップリング部を含めて３mですが、切断され

て短くなっていたりする場合もありますので、あらかじめ１本１本の長さを確認しておく

ことが大切です。 

 ③孔底のスライムの排除 

 標準貫入試験を行う前に孔底のスライムを十分にさらいます。スライムの除去には、循

環泥水による流し出しとベイラーによるすくい上げがあります。流し出しによる場合は、

循環泥水の送水圧を必要以上あげますと、孔壁や孔底の土を乱すので注意を要します。送

水圧は深さ10mのところで7.5kN/m2（0.75kN/cm2）20mのところで14.0kN/m2

（1.4kgf/cm2）を目安とします。 

 沈殿泥水を汲み上げるためにベイラーを用いるときは、静かに孔内に降ろし孔底に衝撃

を与えないように注意します。 

（３）孔径の大きさの確認 

 ボーリング孔は直径65～150mmの範囲を原則とします。孔径があまり大きいと力学特

性が変わるおそれがありますので、規定寸法を守ります。 

（４）試験方法 

 ①ハンマの落下方法 

 ハンマの落下方法には、コーンプーリを利用する方

法と“とんび”を使用する方法とがあります。前者は、

おもりのつりひもを滑車を通して引張り、75cmの位

置におもりが来るのを見てひもを放すというごく原始

的方法で落下させる方法です。後者は、図5.1.1-5に

示す“とんび”という金具を使って75cmの落下高を

確実に保つ方法です。ハンマを自由落下させるという

原則に対して忠実であること、試験担当者の技術の程

度による測定値の誤差を生じにくいこと等の点で後者

の方法が優れています。 

 おもりは635kN（63.5kgf）でこれを75cm落下さ

せてノッキングヘッドをたたくのですが、ノッキングヘッドはガイドロッドに固定されて

いますので、おもりの衝撃はボーリングロッドに伝えられ、その先に取り付けられたスプ

リットサンプラーを土の中に貫入させます。この貫入する深さは土の堅さ、締まり具合、

粘着力の大小などの性質によって左右されますので、スプリットサンプラーを30cm貫入

させるのに、おもりを何回落下させたかを Nであらわし、これをその土の N値とするので

す。 

 いま、ある土の標準貫入試験をした結果、 N値が32であったということは、その土にス

プリットサンプラーを30cm貫入させるのに、おもりを32回落とした、ということです。 

 ②予備打ち 

 標準貫入試験は普通１mの間隔で行なうのですが、ボーリングをしてすぐに試験を開始

しますと、孔底はコアチューブを回転させたために乱されていることが多く、スライムが

残っていることもあるので、孔底から15cmだけ予備打ちをします（図5.1.1-6参照）。 

 ③本打ち 
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  図５．１．１－６ 

 その位置から30cm打ちこむのに要した打撃回数を N値として記録するのです。これを

「本打ち」といいます。 

 本打ちが済んだら更に５cmだけ後打ちをし、サンプラー

を180ｏ回転して地盤とサンプラーの中の土との縁を切り

サンプラーを引き上げ、前記のように上端と下端とを取りは

ずし、２つに割って土の分布状態を記帳し、また土の種別毎

にサンプルを採取して、これをビニールの袋に入れ、各々土

の種別、採取した深さ、N値などを袋に記入しておきます（図

5.1.1-6参照）。 

 ④本打ち時における打撃数と貫入量 

 本打ちの際には、ガイドロッドを垂直に立て、落下高を正

しく75cmに保つように注意します。本打ちの貫入量はちょ

うど30cmになることはまれであり、30cmを超えるまで打

撃を加えるようにします。この場合の N値は貫入量30cmに

最も近い打撃数とします（図5.1.1-6参照）。 

（５）試験の記録 

 ①採取された試料の観察 

 サンプラー中に採取された試料は、スライムの有無を確かめ採取長を測定し、土質の種

類、色調、状態などを記録します。次に保存試料を仕分けし、残部については内部を割っ

て含有物（貝がら、木片、化石、鉱物）や有機物、土層の成層状態などを細かく観察し記

録します。 

 ②試料の保存 

 同一の土層から１個以上の保存試料を選び、径４cm、高さ10cm程度のガラスびんある

いは塩ビ管などの透明な容器に入れて密封し、ラベルに記載事項を記入して容器に張りつ

けます。この作業は、当日のうちに実施しないと混乱するおそれがあります。 

 ③試験結果の記録 

 JIS規格では、１回打撃ごとの累計貫入量を測定することになっていますが、実用的には

10cmごとの打撃回数の記録で支障はありません。試験結果は、一般にボーリング柱状図

に表示されます。本打ちの開始および終了深さを必ず記載します。 N値の表示方法は、打

撃数と貫入量の実測値を○回/○cmというように表現します。 

 ④ N値から推定される事項 

  表５．１．１－１ 標準貫入試験による調査結果から判明する事項 

区  分 判定・推定事項 

調査結果一覧図から総合判定する事項 

 

○構成土層、深さ方向の強度変化 

○支持層の位置（地表からの深さと配列） 

○軟弱層の有無（圧密沈下計算の対象となる土層の厚さ） 

○排水条件 

○液状化対象層の有無 

砂地盤 ○相対密度、せん断抵抗角 

○沈下に対する許容支持力 

○支持力係数、弾性係数 

○液状化強度 

 

 

N 値から直接推定される事項 

粘土地盤 ○ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ、一軸圧縮強さ（粘着力） 

 表5.1.1-1に標準貫入試験による調査結果から判明する事項を示します。 N値と、砂の
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                    図５．１．１－７ 

内部摩擦角など土の力学的な定数との関係は多く提案されています。これらの中には相関

性があまりよくないものや、ある条件のもとでしか成立しないものもありますので、設計

に使用する場合には、その適用範囲を見きわめる必要があります。 N値から推定される代

表的な事項の例を以下に示します。 

 ａ．砂の内部摩擦角φと N値の関係（図5.1.1-7参照） 

 ｂ．粘土のコンシステンシー、一軸圧縮強さと N値との関係（表5.1.1-2参照） 

 ｃ．直接基礎の許容支持力と N値の関係（表4.1.3-5参照） 
表５．１．１－２ 粘土のコンシステンシー、一軸圧縮強さ uq と N 値との関係 

コ ン シ ス テ ン シ ー  

 非常に軟らかい 軟らかい 中位の 硬い 非常に硬い 固結した 

N  値 2 以下 2～4 4～8 8～15 15～30 30 以上 

uq （kgf/m2） 0．25 以下 0．25～0．5 0．5～l．0 1．0～2．0 2．0～4．0 4．0 以上 

３）乱さない試料の採取 

（１）使用サンプラー 

 土の密度、強さおよび圧縮性を室内試験によって知ろうとする場合には、土の組織や構

造が乱されていない試料が必要です。ボーリングによる乱さない試料の採取は、専用のサ

ンプラーなどをボーリングロッドの先端につけて静かに土中に圧入して行われます。 

 固定ピストン式シンウォールサンプラーは軟らかい粘性土に用いられ、ステンレスまた

は黄銅製の刃先のついた長さ１mの円筒（ライナチューブ）をそのまま土中に圧入して試

料を採取します。 

 デニソン型サンプラーは、ライナチューブをそのまま圧入できないような硬い粘性土に

用いられ、ライナチューブとそれを覆う外管で二重構造になっており、外管は回転させな

がら掘進します。最近デニソン型サンプラーと類似の機構のトリプルチューブサンプラー
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     図５．１．１－８ 

         図５．１．１－９ 

が開発され、使用されています。 

 表5.1.1-3に各種のサンプリング方法と適用土質を示します。サンプラーとしては、固

定ピストン式シンウォールサンプラーとデニソン型サンプラーが最も多く用いられます。

図5.1.1-8に固定ピストン式シンウォールサンプラーを示します。 

表５．１．１－３ サンプリング方法と適用土質 

サンプリング方法 適用土質 ボーリング

孔径（ mm） 
備   考 

固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 軟らかい粘性土 

N ＜4 
86 以上 最も信頼性の高いｻﾝﾌﾟﾗｰとして広く用いられて

いる 

ﾃﾞﾆｿﾝ型ｻﾝﾌﾟﾗｰ 中位～硬い粘性土 

N ＝4～15 
116 以上 硬い粘性土によく用いられる 

ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾟｻﾝﾌﾟﾗｰ 中位～硬い粘性土 

N ≧4 
116 以上 主として N ≧15 の粘性土に用いられる 

ｻﾝﾄﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ 砂 N ＜15～20  調査業者が独自に開発している 

機械ボ-ﾘﾝｸﾞのｺｱﾊﾞﾚﾙ 軟岩・岩 56 以上 軟岩で乱さないという意味では問題があるが棒

状ｺｱによる力学試験は可能である 

（２）採取方法 

 ①サンプラーのセット 

 サンプラーは静かに孔底におろし、再びその深度を確認し

ます。 

 ②サンプラーの押込み 

 サンプラーは、衝撃や回転を与えないように一定の速度で

地中に押し込みます。押込み長さはサンプリングチューブの

有効長の90％程度とします。  

 ③サンプラーの引抜き 

 サンプラーは採取試料と地盤を切り離すため最小限（180
ｏ以内）回転させ、静かに引き抜きます。 

 ④ロッドの押込みと試料長さの記録 

 このことは、試料の乱された状態を知る情報となるので重

要です。 

 ⑤調査名、ボーリング番号、試料番号、採取深度、採取

日の記入 

 サンプリングチューブに上記事項を記入します。 

（３）試料の保管 

 ①試料のシール 

 サンプリングチューブの両端は、採取後ただちに約２％のまつやにを混合したパラフィ

ンを何回かに分けて注入してシールし、さらにキャッ

プをかぶせ、ビニールテープで密封します。 

 ②試料の保管・運搬 

 試料は直射日光を避けてぬれたむしろで覆うとか、

地中に埋めたりして養生します。冬期には凍結に注意

します。運搬時には衝撃、振動、圧力などを与えない

ように十分注意して取り扱います。図5.1.1-9は輸送

箱の例です。 
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 ③土質試験 

 採取された試料の土質試験は、各種の試験が実施されます。主な土質試験とその目的等

を表5.1.1-4に示します。 

表５．１．１－４ 

物理的性質に関する試験 

土質試験名 規   格 試験状態 目  的 

土粒子の比重 JIS A 1202 乱した 物理的性質を求めるための基礎資料 

含 水 量 JIS A 1203 乱した 物理的性質を求めるための基礎資料・含水状態の判定 

粒度試験 JIS A 1204 乱した 土の分類・材料としての判定・透水性の推定 

液性限界 JIS A 1205 乱した 土の分類・土の安定性の判定・材料としての判定 

塑性限界 JIS A 1206 乱した 土の分類・土の安定性の判定・材料としての判定 

湿潤密度 BS 1377 乱さない 地盤の支持力計算・沈下計算・土圧計算・斜面安定計算 

力学的性質に関する試験 

土質試験名 規   格 試験状態 目   的 

直接せん断 ASTM D 3080－72 乱さない 

一軸圧縮 JIS A 1216 乱さない 

三軸圧縮 ASTMD 2850－70 

土質工学会基準案 

乱さない 

 

地盤の支持力計算・土圧計算・斜面の安定計算 

圧   密 JIS A 1217 乱さない 圧密沈下の計算 

４）ボーリング調査結果の記録 

（１）柱状図 

 ボーリング調査の結果は柱状図と呼ばれる図表にまとめておきます。次頁の図5.1.1-10

にその例を示します。この図の左の端は標尺で１m単位になっています。次の欄は深さ、

これは土の状況や種類が変わる位置の深さを示し、その隣の欄はそれらの層の厚さを示し

ています。 

 その次の欄は土質の記号でこれは各種の土に対応して定められていて、その層の土を図

示しているのです。ですからこの欄はボーリング位置における細長い土の断面を示してい

ることになり、それが柱のようだというので「柱状図」ともいわれるわけです。 

 また次は土質の名称を示し、その次には各々の土の色調を記入しておきます。 

 最後の欄は N値つまり打撃回数とその時の貫入量を数値で記入し、その隣にそれをグラ

フであらわします。貫入量は打撃回数、つまり N値が大きい時は最初の10cmに対する打

撃回数、それから次の10cm、更に最後の10cmに対して、と３段階に分けて記入します。 

 前記のように土質記号の断面を柱状図といいますが、全体を指して柱状図ということも

あります。その時は、ボーリングによって判明した縦方向の土の分布と、標準貫入試験の

結果の記録とをあわせて柱状図と称することになるわけです。 

 柱状図作成のための土質記号は、未だ統一されていませんが、その一例を図5.1.1-11

に示します。 

 記事の欄には、異種の含有物（例えば貝がら、腐植物、がら、玉石）の種類と含有の程

度（少量、多量など）や臭気等観察した結果を明細に記入しておきます。 
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                図５．１．１－１０ 
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           図５．１．１－１１ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）土性図 

 土性図は、サンプリングにより得た土の比重、含水比等の室内試験（土のサンプルを実

験室に持ち帰って行う試験）および室外試験（室外つまり現場で行う試験）の物理的・化

学的試験結果の一覧表です。 

 なお、土性図は大型公共工事等の場合以外あまり土質試験を行うことはまれで、土性図

が作成されることはあまりなく、一般的には柱状図のみであることが多いのですが、建築

学会では、液状化判定などに用いるために簡易粒度試験を推奨しています。 
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        図５．１．２－１ 

 
         図５．１．２－２ 

５．１．２ その他の地盤調査法 

１）平板載荷試験  

 この試験は、構造物を設置する地盤に載荷板を通じて荷重を加え、荷重と沈下量の関係

から地盤の支持力を求めるために行う原位置試験で、実際の構造物の支持力の検討に応用

されます。図5.1.2-1に載荷試験の装置の例を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 載荷試験に使用される載荷板は実際の構造物の載荷面よりも小さく、両者に等荷重度が

作用したときの地中における等応力面は、図5.1.2-2に示すようにほぼ球状に荷重面の幅

に比例した大きさになります。したがって

この載荷試験は、実際の構造物の荷重影響

圏内（荷重面の幅の約２倍の深さまで）に

強度の小さい地盤が含まれる場合には、適

切な試験方法とはいえません。また、一般

に同一土層である場合でも地盤の性状が深

さ方向に変化したり、局所的に不規則であ

ったりしますから、載荷試験結果はサウン

ディングや土質試験と合わせて応用される

べきものです。 

２）杭の鉛直載荷試験  

 杭の鉛直載荷試験は、杭の支持力を検証する方法としては実用段階にあるものとして最

も信頼しうるもので、支持力を決定するため、または設計支持力の安全性を確認するため

に行われます。一般に広く行われている単杭の鉛直載荷試験は、加力装置として油圧ジャ

ッキを使用し、試験杭の周囲に打ち込まれた杭を反力杭として用います。 

３）杭の水平載荷試験  

 水平載荷試験は杭頭に水平カを加えることにより、杭の水平耐力の確認と杭の水平挙動
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      図５．１．２－３ 

に関する基礎的なデータを得ることができます。特に、地震時の杭の挙動を精度よく求め

るときに、原地盤の条件が加味された地盤反力係数が必要であり、この試験はそのための

有用な情報を提供します。 

 水平載荷は杭を反力として、ジャッキにより行います。載荷方法には１方向載荷と荷重

を２方向（反対）にかける正負交番載荷があります。 

 １方向載荷は、静的設計（震度法による耐震設計を含む）を行ううえで必要な水平地盤

反力係数、弾性戻り量、残留変位量などを求めるために実施されます。 

 正負交番載荷試験は、動的な解析を行ううえで必要なばね係数や減衰定数などを求める

ために実施されます。 

４）杭打ち試験  

 杭打ち試験は、杭の貫入状況から打設機械の適用性や杭の長さ・寸法・継手方法の適否

の検討や、設計用支持層の深さの確認と支持力の推定を行うことを目的とします。また、

工程計画上の資料とするために、杭の本打ちに先立って実施されます。 

５）ボーリング孔内載荷試験 

 ボーリング孔内載荷試験は水平方向載荷と鉛直方向載荷の２種類に分けられます。 

 水平方向の孔内載荷試験は、図5.1.2-3に示

すように、１本のボーリング孔で、対象深さを

変えた多数の試験が可能です。この試験からは、

地盤の変形係数や降伏値を求めることを主たる

目的としています。 

 図のようにボーリング孔内にゴム製の載荷部

を挿入して、それを液圧で横方向にふくらませ、

加えた圧力と水平方向変位との関係を求めるも

のです。 

 鉛直方向の孔内載荷試験は、別名を深層載荷

試験ともいい、ボーリング孔の先端地盤に直接

載荷することにより、深い地盤の支持力特性を

求めたいときに利用されます。 
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５．２ 知っておきたいサウンディング 
 ボーリング調査の他にもいろいろな調査法がありますが、建築で多く用いられる調査法

には以下のようなものがあり簡単に紹介しておきます。 

サウンディングは、試験操作上から静的サウンディング（static sounding）と動的サ

ウンディング（dynamic sounding）に大別されています。各種サウンディングと適応

土質は表5.2.1-1のようになっています。 

表５．２．１－１ 土質と強度範囲に適したサウンディング 

地   盤 適したサウンディング 備   考 

未知の地盤 標準貫入試験 土質と概略の強さが同時にわかる。探査能

力大で最初の調査手段として最適 

標準貫入試験 

大型動貫入試験 

砂、礫が主体となる地盤 

（ N 値に関係なく） 
 10t 用ﾀﾞｯﾁｺｰﾝ 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞを併用しない単管ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞでは

周面摩擦で能力低下をきたす 

 

① 標準貫入試験、大型動貫入試験 

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾗﾑｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験 

中以上の強さの砂、ｼﾙﾄ

互層および粘土地盤 

  4＜ N く 30 ② 10t 用ﾀﾞｯﾁｺｰﾝ、2t 用ﾀﾞｯﾁｺｰﾝ 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

探査深さが大きい場合は①、小さい場合は

②で可 

 

 

① ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾗﾑｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験 中以下軟弱なｼﾙﾄ、粘土

地盤 

  2＜ N く 4 
② 1．2t 用ﾀﾞｯﾁｺｰﾝ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ（二重管）、ﾍﾞｰﾝ（孔中） 

探査深さが大きい場合は①、小さい場合②

で可、単管ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞは周面摩擦が問題 

きわめて軟弱な粘土、ｼﾙ

ﾄ、ﾋﾟｰﾄからなる地盤 

   N く 2 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ（単管、二重管） 

ﾍﾞｰﾝ、ｲｽｷﾒｰﾀ 

静的試験機でも小型のものを便用しうる

範囲、ﾛｯﾄﾞの自重と周面摩擦をともに修正

することが必要である 

５．２．１ 動的サウンディング 

 動的貫入試験は、原位置における土の貫入抵抗を求めるために行うサウンディングです。 

 動的貫入試験は動的サウンディングに属します。この試験は、ドロップハンマーなどに

よって抵抗体（先端コーンまたはチューブを付けたロッド）を地盤中に打ち込む衝撃式貫

入試験であり、一定量貫入させるのに必要な打撃回数を測定し、貫入量と打撃回数の関係

から地盤の硬軟、締まり具合を調べるものです。 

 動的貫入試験には5.1.1項で述べた標準貫入試験も含まれますが、本章では標準貫入試験

以外の動的貫入試験について述べます。 

 試験機の貫入先端は、チューブ型とコーン型の２種類に大別されます。チューブ型は貫

入抵抗の測定と土の試料採取を同時に行うもので、標準貫入試験に代表される方法です。

一方、コーン型はチューブ型に比べて種類が多く、鉄研式大型・中型動的コーン貫入試験

やオートマチックラムサウンディング、路床調査用の土研式動的コーン貫入試験あるいは

これを急傾斜地用に小型軽量化した簡易動的コーン貫入試験が実用化されています。 

 以下、国内で用いられている代表的な試験機について説明します。 

１）簡易動的コーン貫入試験  

 試験機は、土工および道路路床の調査・管理に用いられる土研式動的円錐貫入試験機を

急傾斜の斜面調査用に小型軽量化したもので、通常は土研式簡易貫入試験と呼ばれていま

す。貫入先端は、図5.2.1-1に示すようにコーン型となっており、先端角は60ｏ、底面直

径は25mmとなっています。 
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 図５．２．１－１ 

 
          図５．２．１－２ 

         図５．２．１－３ 

 試験は図に示す先端コーンを付けたロッド（直径16mm）を

50kN（５kgf）のハンマーの自由落下（落下高50cm）により打

ち込み、10cm貫入に要する打撃回数 dN を求めます。 

 この試験は、取り扱いが容易で簡易なサウンディングとして幅広

く用いられており、JGS1433-1995「簡易動的コーン貫入試験」

として基準化されています。貫入能力が小さいため、貫入抵抗の大

きい硬質粘性上や砂礫地盤などには適しません。一般に地盤表層部

の調査に限られますが、宅地用に用いられることもあるようです。 

２）大型貫入試験   

 試験機は、標準貫入試験が適用し難い締まった砂や砂礫地盤ある

いは風化岩盤を対象として、先端閉塞や礫の影響を低減し、測定精

度を向上させるために1967年に開発されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図5.2.1-2に示すように貫入先端はチューブ型で二重管構造になっています。 

 この試験は図の貫入先端チューブを付けたロッドをハンマーの自由落下により打ち込み、

一定長貫入に要する打撃回数 dN を求めます。この試験では特に貫入量の規定はありません

が、30 cm貫入時の打撃回数を dN としています。 

３）鉄研式大型コーン貫入試験  

 試験機は、標準貫入試験と全く同じ諸元

を有する貫入試験機で、1956年に国鉄の

鉄道技術研究所で考案されました。図

5.2.1-3に模式図を示します。 

 貫入先端はコーン型で、先端角は 60ｏ、

底面直径は 50.8mm となっています。 

 試験は先端コーンを付けたロッド（直

径 40.5mm）を 635kN（63.5kgf）の

ハンマーの自由落下（落下高 75cm）に

より打ち込み、30cm 貫入に要する打撃

回数 dN を求めます。 

 この試験機による実用的な試験範囲は

深さ15 m程度とされています。 
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                    図５．２．１－４ 

４）オートマチックラムサウンディング試験 

 試験機は、スウェーデンのBorro（ボロー）社で開発された動的コーン貫入試験機で、

1974年に日本に導入されました。装置は図5.2.1-4に示すように、自動連続貫入装置、

自動引き抜き装置、ロッドおよびコーンで構成されています。先端コーン（先端角90ｏ）

は、ロッドに差し込み式になっており、引き抜き時の抵抗を低減するためにコーンが離脱

する構造となっています。試験は、635kN（63.5kgf）のハンマーの自由落下（落下高

50cm）により貫入ロッド（直径32mm、１本の長さ１m）に取り付けた先端コーンを打

ち込み、20cm貫入に要する打撃回数 dmN を測定し、同時に周面摩擦による打撃回数の補

正量 mantleN を求め、 mantledmd NNN を貫入抵抗とします。 

試験は自動的に落下を繰り返すハンマーにより、ほぼオートマチックに行われます。この

試験の特徴は標準貫入試験の N値とほぼ同等の dN 値が得られること、貫入能力が高い（通

常20～30mの貫入が可能、 N値50の砂層を２～３m貫入可能、玉石や密な礫層は貫入不
可）ことなどです。 

 予備地盤調査、構造物基礎地盤調査、地盤改良効果測定、土木施工管理、ボーリング調

査の補足調査、砂の液状化判定に関する調査、杭の打設深度調査、その他地盤調査全般に

用いられます。 
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         図５．２．２－１ 

５．２．２ 静的サウンディング 

１）ポータブルコーン貫入試験 

 一般に静的な貫入抵抗値は、動的な貫入抵抗値より容易に土の強度と関係づけることが

できます。ポータブルコーン貫入試験は、先端にコーンを取り付けたロッドを人力により

一定速度で連続圧入し、そのときの貫入抵抗値から土の強度を知ろうとするもので、調査

の対象となる地盤が軟弱な粘土、シルト、または泥炭（ピート）を主体とする軟弱地盤の

場合に適した方法です。調査深度はごく軟弱な地盤でも５m程度までが限度です。 

（１）試験機 

 図5.2.2-1に示すように、試験機には単管式と二重管式とがあり、単管式ではロッドの

周面摩擦の影響を受けやすく、高精度を必要とするときは二重管式を用います。したがっ

て、調査位置が比較的深い場合に先端抵抗を精度よく求めるには、二重管式を用いる必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）試験方法 

 ①装置の据え付け：先端コーンの付いたロッドを圧入用ハンドルに取り付け、調査地点

上に鉛直に立てて支えます。 

 ②貫入：圧入用ハンドルを手で握り、人力によりおよそ１cm/s速度で連続圧入します。 

 ③測定：連続圧入させながら貫入深さ10cmごとにプルービングリングの変形量を示す

ダイヤルゲージの目盛りを鏡にうつして読みとります。 

 ④使用上の注意：測定器を２人がかりで押し込んでも有効荷重は1.0～1.1kN（100～

110kgf）程度であり、コーン底面積に対するコーン支持力は1,500～1,700kN/m2（15

～17kgf/cm2）が限界となります。よってこれ以上抵抗のある土層では、たとえ粘性土で

あっても適用範囲外であり、測定を強行すればロッドを座屈させるおそれがあります。 
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     図５．２．２－２  
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（３）記録および整理 
 ダイヤルゲージから読みとったプルビンダリン

グの変形量を較正曲線を用いて、静的貫入抵抗 cq
（先端コーンの貫入抵抗をコーンの断面積で割っ

た値）に換算し、図5.2.2-2のように表示します。 

（４）静的貫入抵抗と uq の関係 
 静的貫入抵抗は、粘性土の強さとは密接な関係が

あります。粘性土の種類による差は多少ありますが、

一軸圧縮強さと静的貫入抵抗について下式のよう

な相関関係があるとされています（図5.2.2-3参

照）。 

      uc qq 5  

 ここに、 cq ：静的貫入抵抗（kN/m2） 
     uq ：一軸圧縮強さ（kN/m2） 
一般に粘性土では、一軸圧縮強さの1/2が粘着力に

なるので上式は次のようになります。 

      Cqc 10  

      C：粘着力（kN/m2） 

 ただし、上式は先端コーンが完全な円すい体で、

円すい体直径よりロッド径が小さい形のものに適

用されます。 

２）オランダ式二重管コーン貫入試験  

 通称ダッチコーンと呼ばれるサウンディングです。この試験は、原位置においてコーン

を静的に地盤に押し込むときの貫入抵抗から土層の硬軟、締まり具合、あるいはその構成

を判定する目的で行われるもので、ロッドを二重管にしてロッドの周面摩擦の影響を避け、

純粋にコーンの貫入抵抗を測定できるように工夫されています。一般にきわめて密な砂層、

砂礫層、玉石層などは反力装置の関係上測定は不可能です。また、非常に軟弱な地盤では

ロッドの自重で沈下したりして測定不可能となります。それ以外の地盤では、土の強さを

比較的精度よく測定することができます。 

（１）試験方法の規格 

 JIS A 1220 オランダ式二重管コーン貫入試験方法によります。 

（２）試験装置および器具 

 ①試験機の種類 

 オランダ式二重管コーン貫入試験機には圧入能力によって100kN（10tf）用および

20kN（２tf）用の２種類があり、地盤の状況に応じて使い分ける必要があります。 

 ②貫入先端 

 貫入先端は図5.2.2-4の左側に示すように、外管接続部およびこれと滑らかにしゆう動

できるマントルコーンからなり、ともに耐摩耗、かつ防せい性でなければなりません。マ

ントルコーン先端部の底面積は10cm2とします。 



 275 

  
              図５．２．２－４ 
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 ③ロッド 

 ロッドは内管と外管とからなり、図5.2.2-4右

側のような形状で上部からの圧入荷重に耐える鋼

材で作られています。 

 ④圧入装置 

 圧入装置は、所定の貫入力と貫入速度を滑らか

に与えるもので、内・外管を個別に圧入できる機

構をもち、かつ引き抜き装置を併有しなければな

りません。20kN（２tf）用手動式圧入装置の例を

図5.2.2-5に示します。 

 ⑤計測装置 

 貫入力の計測装置は必要な容量と精度をもつも

のとします。一般には圧力計としてブルドンゲー

ジ（油圧計）か荷重計であるひずみリングのいず

れかが用いられます。測定に際しては、地盤の強

さに応じて最小限２種類の容量のものを準備して

おきます。例えば20kN（２tf）用ひずみリングの

場合５kN（0.5tf）、20kN（2.0tf）の２種類を準

備します。 

 ⑥固定装置 

 固定装置は圧入装置を地盤に固定するもので、一般にスクリューアンカーが用いられま

す。押し込みに必要な反力に十分耐え得るものとします。 
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（３）試験方法 

 ①圧入装置の据え付け 

 圧入装置は測定点に鉛直に設置するとともに、測定中も常に装置の鉛直性を保持する必

要があります。 

 ②貫入先端およびロッドの取り付け 

貫入先端の内面に摩擦抵抗が生じていないこと、またロッドの内管は外管の中を自由に滑

動できることを確認します。 

 ③貫入および測定 

 測定時の貫入速度は１cm/sとし、測定間隔は25cmとします。 

 ④引き抜きおよび点検 

 最終深さまでの測定終了後、貫入先端およびロッドを引き上げて異常の有無を点検しま

す。マントルコーンは調査１回ごとに分解掃除を行います。 

（４）記録および整理 

 ①記録 

 マントルコーンの貫入抵抗値を各深さについて読みとり記録します。測定値の記録様式

は計測装置の種類によって異なります。 

 備考欄には、先端抵抗測定中、あるいは外管押し込み中に貫入抵抗が著しく変化し、土

質の変化が明らかであったと思われるときは、そのときの深さと状況について、また地盤

が軟弱で内管が自重で沈下した場合、および全貫入抵抗を測定した場合にそのむねを記入

します。 

 ②計算 

 測定値から求めた貫入抵抗力に内管の自重とコーンの重量を加えてマントルコーン貫入

力 cQ とし、次式に従って cq （静的貫入抵抗）を計算します。 

          
コーン底面積

マントルコーン貫入力
cq （kN/m2） 

 貫入抵抗が内管自重補正値に比較して非常に大きい場合には、これを無視してよいこと

になっています。また内・外管の自重沈下によって測定ができない場合は cq ＝０と表示し
ます。 

 ③作図 

 計算値 cq を深さごとにプロットし、折線で結びます。 cq の変化の模様と備考欄に記入し
た記事に基づき推定土質柱状図を描きます。なお、付近でボーリングなどによって土質状

況が判明しているときにはこれを参考とします。作図の一例を図5.2.2-6に示します。 

（５） N 値との対応 
 cq 値から N値への換算については、Meyerhofの式 Nqc 4 が有名ですが、これは細砂、

シルト質砂に対応する数値です。数種の土質に対して cq と N 値の関係を調べた例を図

5.2.2-7に示します。 
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     図５．２．３－１ 

５．２．３ ＳＳ試験機械の自動化 

ＳＳ試験の最大の欠点としては、過酷な肉体労働を伴うことや測定値に測定者の個人差

が現れることなどがあります。 

 この試験では、試験者は１測点10m貫入するのに250 kN（25kgf）のおもりに換算し

て1521個分、合計38kN（3.8tf）吊り上げたり、吊り下げたりすることになります。従

って、ＳＳ試験による地盤計測は、長時間にわたっての肉体労働となり「きつい」、土や泥

を扱うため「汚い」、おもりを足に落としたり、おもりで指をつめる「危険」といった、い

わゆる３Ｋの要素を含んでおり、作業者にとって魅力のある仕事とは言い難いのは否めま

せん。 

また測定においてはロッドの貫入量、貫入速度、回転数などを目視により観察し記録す

ることから、測定データが作業者によってばらつく可能性があります。 

これらから、「低コスト」で「狭い場所でも可能」といった長所を損なうことなく、試験

の省力化や信頼性を向上させる試験機の開発が待たれるところでしたが、近年になって数

種類の自動化装置を持つＳＳ試験機が市販され徐々に普及しつつあります。 

自動化に当たっては、JISにも規定されているＳＳ試験方法の本質を損なうことなく、そ

の手作業部分をできる限り自動化する必要があります。これはデータの分析において、従

来の方法で蓄積された多くのノウハウを利用することができるようにするためです。 

１）ジオカルテとは  

 日東精工㈱が開発、販売している、「ジオカルテ」の概要を自動化の一事例としてメーカ

ーの資料から要約して紹介します。 

（１）ジオカルテのコンセプト  

ジオカルテの、形状を図5.2.3-1に示します。主な仕様を表5.2.3-1に示します。 

表５．２．３－１ ジオカルテの主な仕様 

項目 K１型 

方式 JIS A 1221（ＳＳ試験方法）に準ずる。

ビルドブロック式｛１ブロック 250 N

（25kgf）以下｝ 

ロッド回転数 約 25rpm 

載荷台昇降速度 約 200 smm /  

試験荷重 自 動 切 換 え 245 ～ 1330 N ｛ 25 ～

100kgf｝ 

荷重設定 キー人力により設定 

自沈時の対処 自動検出し、荷重を自動切替 

チャック クランプ 自動 アンクランプ：手動 

測定深さ 15m 

制御方式 マイコン制御 

機械寸法（WxDxH） 450×831×1.320 

機械重量 900 N（90kgf） 

制御装置寸法（W×D×H） 460×350×830 

制御装置重量 250 N（25kgf） 

電源容量 AC100V 15A 
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    図５．２．３－２ 
 

        図５．２．３－３ 

 ジオカルテの開発にあたって掲げられた目標をみますと、上記の諸点が考慮されていま

す。 
ａ．自沈の判断と荷重の制御をコンピュータで行う。 

ｂ．貫入ロッドの確実なチャッキング方法を考案する。 

ｃ．運搬を容易にするため機械をビルドブロック化し、各ユニットはおもり１個分の250kN（25kgf）

以下とする。 

ｄ．土質判定の補助データとしてロッド貫入時の負荷トルクを計測できるようにする。 

ｅ．足場の悪い所でも安定して測定できる試験機とする。 

ｆ．騒音を発生する発電機は住宅地では使えず、家庭用電源でも使用できる機械であること。 

（２）サウンディング試験の自動化 

ａ．荷重変更機構 
 手作業のＳＳ試験では、自沈時の貫入速度の変化により荷重を変更しなければならない

場合や、貫入が進み載荷用クランプを移動させる時に、おもりを積み下ろしする必要があ

ります。そこで、荷重の変更を自動化することで、試験中のおもりの積み下ろし作業を省

いています。 

荷重の変更手段として、試験機昇降部のスプロケッ

トの回転に制動トルクをかける構造となっています。

図5.2.3-2に試験機昇降部の原理図を示します。 

制動装置には、任意に制動トルクを変更できるパウ

ダブレーキを採用しています。パウダブレーキはパウ

ダ（磁性粉体）をトルク伝達媒体とし、励磁電流値に

応じて制動トルク値が変化するものです。 

 この試験機では、必要な試験荷重（制動トルク値）

に対する電流値を安定させることで、実用上十分な荷

重精度｛荷重750N（75kgf）時では±30 N（３kgf）｝

が得られているとしています。 

 なお、パウダを使用したトルク伝達装置は、パウダ

の摩減により電流値に対してのトルク値が若干低下

するため、年１回程度のキャリブレーションによって

精度を推持する必要があります。 

ｂ．ロッドのクランプ方法 
 ＳＳ試験では、ロッドを確実に把持することが重要

です。不十分な把持状態では、トルクの伝達や載荷が

不確実となり、半回転数の計測に誤差が生じるなど試

験結果の信頼性に悪影響を与えます。ハンマーチャッ

ク（工作機械で使用されているスクロールチャックの

一種）のように摩擦力による把持の場合、締め付け力

によりロッドの把持力は大きく変化し、確実な把持が

困難です。このことから、図5.2.3-3に示すように摩

擦力を利用する方式よりも、機構的に嵌合する方式が

採用されています。 

 ロッドの継ぎ足しは手作業で行われますから、チャ
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    図５．２．３－４ 

         図５．２．３－５ 

ックは、手動で容易にリリースできる簡単な機構となってい

ます。 

 チャックを図5.2.3-4に示します。ロッドに３カ所の溝を

設け、その溝にチャック内の鋼球が嵌入することで、確実に

ロッドを把持します。チャッキングは自動で行われ、リリー

スは手動ですがスリーブを上から押して約60度回すだけで

済みます。また、このチャックはロッド貫通式であるため、

従来の手作業で使用する載荷用クランプと同様に、ロッドを

把持した状態で次のロッドの継ぎ足しが可能です。ロッドの

把持の確認は、センサでチャックのスリープの位置を検出す

ることで行っています。 

（３）安全性の確保  

 設計に当たって考慮された安全性については表5.2.3-2

の通りです。 

未整地に据え付ける場合などは、試験機の転倒防止のため特に安定性が求められます。

また、昇降部の重量は1,000N（100kgf）もあるため、不意の落下は事故につながる可能

性が高く、十分に考慮すべき問題です。制御装置関係では、雨水浸入は感電や回路の故障

につながるため、図5.2.3-5のような構造となっています。 

表５．２．３－２ 

項目  内容  
試験機の安定

性  
①ロッドの長さを75cmにすることにより（JISの標準ロッドは１m）、試験機の全高を約1.3mに

抑えてあります。 

②試験機の重心位置を、ロッドを把持するチャックに近づけ、バランスよく荷重がロッドにかかり

ます。 

③スタンドの脚は試験時に引き出して、ホールドして安定性を確保するようになっています。  
昇降部の落下

防止  
①昇降用モータは、停電に備え、無励磁作動型ブレーキとなっています。 

②昇降時に使用されるチェーンをコラムと一体化し、チェーンが万一切れた場合でも、チェーンが

コラムから離れることがなく、昇降ユニットの落下を防止します。また昇降用スプロケットの歯が

常に２枚以上、チェーンにかかる設計となっています。  
制御装置の安

全対策  
①縁付きの操作パネルにパッキンを貼り、す

きま、継ぎ目からの雨水浸入を防止していま

す。さらに、操作パネルの保護蓋をヒンジ付

きとすることにより、突然の雨から操作パネ

ルを守るようになっています（この保護蓋は

搬送時などに操作パネルを保護する役目も果

たします）。 

②正面（背面）カバーは図のように上部を折

り曲げることによって、雨水が制御装置内に

浸入するのを防止しています。 

③プリンタ取り付け部を制御装置の内側に落

とし込み、カバーを付け、さらに露落としを

付けることで、プリンタを雨水から保護して

います。 

④操作パネル部のランプ・スイッチやコネク

タは保護構造等級 IP65 以上の防水型を使用

しています。その他、防水型でない部品につ

いては、シール剤で雨水が内部に浸入しない

ようになっています。  
 

（４）試験データの出力  

 従来の方法では、現場での測定データの記入ミス、事務所での転記および打ち込みミス
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などが起こりますと、試験データに対する信頼性が低下するという問題や、測定から報告

書完成までに時間がかかるといった問題があります。 

 ジオカルテは試験中、液晶画面に貫入量・荷重・半回転数・自沈の発生といった現在の

貫入状況を表示するとともに、制御装置に内蔵されたプリンタからも、それらの情報を含

んだ試験データの出力を行うため、試験の進行状況をリアルタイムで把握することができ

るようになっています。また、これらの試験データは制御装置に記憶されているため、事

務所などでも再出力することができます。さらに、制御装置には、RS-232C 出力端子が

設けられており、試験データをパソコンに直接転送することができます（データの信頼性

を維持するために専用のプロトコルを使用している）。出力データは通常のテキストファイ

ルであるため、様々なアプリケーションソフトで加工することが可能です。 

（５）非自動化部の効率化  

 試験機を６つのユニットに分割できる構造（ビルドブロック構造）とすることで試験機

の組立・分解を容易にできる工夫がされている他、独自の引き抜き装置が考案されていま

すが詳細は省略します。 

２）ジオカルテの評価  

ジオカルテについてのやすらぎ技術委員会の評価を示します。 
（１） 試験性能の評価 

①ジオカルテの地盤貫通力は手動式のものよりやや優れていると認められる。 

②ロッドが垂直に設置される限り、特に自沈時の計測精度は手動式のものより数段優れ

ている。ただし定期的なキャリブレーションが必要である。 

③発電器を用いた場合、貫入時のロッドとの擦過音は手動式のものより聞き取り難い。 
（２） 作業性の評価  

①装置の解体と組立、ロッド継ぎ足し、ロッドの引き抜き以外は自動化されており肉体

的な負荷が軽減されている。 

②現場作業の総量としてはほとんど手動式と同じであるが、人の担った作業の一部分（貫

入作業、計測記録等）を機械式に置き換えており、手動式において荷重を取り扱う所要時

間に相当する分について時間短縮が実現している。 

③手動式において完全な垂直性を確保することは困難であるが、ジオカルテはセッティ

ング時に水平を保てばほぼ垂直性は維持できる。ただし水準器は必携であり微調整はやや

面倒である。 

３）自動化についての総評 

 ジオカルテの他にも自動化や半自動化された試験装置が多く見られるようになりました

が、これら、自動化についてのやすらぎ技術委員会としての見解を以下に示します。 

（１）自動化の本質 

どこのメーカーでもＳＳ試験機を自動化するに際して必ず目標とするのは、おもりの上

げ下ろしをなくすことです。その目的は試験者の負担を軽くすることですが、これが達成

されると次の２つのことが派生します。一つは、放置していても貫入計測が行われます。

もう一つはおもりを運び上げ、また降ろすという作業が無くなります。この２つは確かに

“余裕”を生み出します（測定深度が深くなるほど時間短縮効果は大きくなる）が、問題
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はそれをどう使うかということです。 

この “余裕”を用いる場合に２つの選択肢があると考えられます。その一つは、それを

地盤ロケーションの精度向上に振り向けることです。後の一つは現場での作業時間を短縮

して生産性を上げ（時間付加価値の向上）浮いた時間を技術者の教育・指導に振り分ける

ことです。 

それまで十分でなかった現地観察にも必要な時間をとって確実な地盤判断に資すること

ができます。また地盤調査員は通常２件/日以上のペースで調査を実施しているのが普通で

すが、生産性が向上すれば早朝から深更（しんこう）まで働き“勉強もできない”という

環境を改善する方向に時間を割くことができます。地盤調査を知的で個性的なそして面白

い仕事にするためにも有益でしょう。これらこそが自動化を目指す本来の意味でなければ

ならないと思われます。 

（２）自動化の弊害 

試験装置からの拘束が解除されたうえ、測定精度が良く、試験時間が短縮されると聞け

ば良いこと尽くめのようですが、そう単純ではありません。 

貫入試験というものは、測定データさえ正確であれば良いというものではなく、試験に

伴って派生する非定量的な情報などとも合わせて総合的に計測値を解釈することが重要で

すから、測定精度が良くて、作業が楽になったとしてもそれで必要十分ではありません。

むしろ試験装置からの拘束がないのをいいことにして、貫入試験以外の作業をこなし、時

間短縮にばかりに目をやって装置の振動や、ロッドの擦過音などからの情報を軽視してし

まうなら、地盤計測の本来の目的を損ねる危険があるのです。 

自動化装置により１人で現場をこなすことになりコストが大きく削減できたと言って誇

らしげな方を時折お見かけしますが、経営上のメリットばかり追求して肝心の地盤計測の

目的がおろそかにされるのであれば本末転倒という大きな「落とし穴」が待ち受けていま

す。 

（３）道具を使いこなす 

手動式による計測は確かに個人差が入り、試験装置に束縛されもしますが、かえってそ

れだけに、装置の微妙な挙動などから発せられる地盤情報を五感を開いて掴みとることも

できる訳です。 

微少な装置の振動や擦過音を身近で感じて地盤情報とすることの重要性については手動

式、自動式の如何に関わらず重要であることに変わりはありません。本書ではロケーショ

ンの大切さをくどいほどに説いてきましたが、この重要な情報に関心がないような技術者

なら、現地景観をまともにロケーションできるとは思えませんし、自動化というものが技

術者に対して地盤ロケーションの本質から遠ざけるように作用するとするなら、そのよう

なものはない方がましです。 

ＳＳ試験機が自動化されたなら良い地盤ロケーションができるかといえば、それとこれ

とは関係がないのです。どんな優れた機械（道具）でも、それを用いる人間の器量が小さ

ければ、有効に活用できないのは明らかです。 

 とはいえ、過剰な肉体の酷使から開放され、測定精度が向上することには大きな魅力が

あります。まずは、道具を使いこなすだけの技術者となることが先決であり、もし、熟達

した技術者がジオカルテなどの優れた装置を用いることになれば、より一層「地盤リスマ

ネ」の力になることに疑いはありません。 


