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一小径鋼製丸棒の応力披伝ば特性の解析による脚
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披測定
3．1‡号械の構造

§1．緒

論

筆者らのi入梅田は，マサ土山地の鯛壊について，土質理工学的見地からの研究を進めて
発たが，地盤の土質に関する情報を提供する簡易質入試験機について，鋼製丸棒の応力汲
伝ば特性を電気的測定により放射し，試櫓 改良を行なった。■誉の給異について報告する。
自然斜面の地盤を探査する方法として，各種の質入試験機が使用されている1）2）8）4〉5）。
これらの試験粒には，規格化された，例えば，スウェーデン式質入試験機から，調査対象
地盤が山地斜常という制約があるため，研究者が創意工夫した簡易質入試験椀まで，穫々
のものがある。それらの斑入試験機による調査目的は，従来の地形図，地質図，空中写衆
などからの脳磯に関する表面的な情報に加えて，新たに，斜面内部の土層に関する情報を
得ることにある。
以上の立場から，例えば，沖村・田中2）は，神戸大式貫入拭験機と，トレンチカットに
よる試料土の採取とから，深入口ッドを10cm質入するのに要するハンマーの打撃回数
（机い値）と，土粒子の比蕊，土の乾燥単位休機重数，間隙比，相対密度，強度定数などと
の関係を求め，土層断簡の分叔を試みている。このように，斜軌内部の力学的な情報を得
る手段として，質入試験機は，有益であると考えられる。すなわち，斜面地慮の重恩方向
の惰報を得ることが可能であり，また，質入地点を増やすことにより，平面的な拡がりを
持たせ，地盤の3次元的な情報を得ることができる。
しかしながら，質入試験扱の問題点は，質入ロッドの一定の質入探さに要するハンマーの
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打撃回数で表わされる質入舷，または〃偶のみでは，地盤の土質力学的な倍額を得ること
が困難であることである。すなわち，質入偲は，士由塵の相対的な硬軟，締まり具合を示す
摘撼であって，地盤の土質園子，例えば，乾燥密度：pか含水比：紺，相対密度骨炉強度
定数など㌫ 産盟約に示す指擦とはなり得ていない。この原因ば，質入ロッドの土中への
質入機構が解明されていないこと，また，地盤の状態が磯雄すぎること，などにあると考
えられる。従って，質入試験と並行して，試料土を採取し，〃磁と土質因子との対応関係
を求めることが必要である。

このような相対的な植である賞入植私 地盤の定既約な情報とする試みが，森田・宇部
。冬木らの研究6）に認められる。彼らは，標準質入試験機わの質入ロッドの質入級梯を，
St．Vena11t解＄）と図式解法とから説明できることを示し，ロッド下璃での応力の反射係
数が地盤の特性を示す有意な舷であることを示した。
簡易質入試験機の場合には，このような質入試験機に関する問題に加えて，簡易である
ことに起因する問題がある。すなわち，簡易質入試験機は，主に山地地盤の探査を目的
とするため，小型軽蔑であることが不可欠であり，従って，罵入口ッドの接は，10〜16
mm と橡準質入試験報が，ロッド径40．5 を〉しくは 42mm あるのに比べ，痛めて細く
なっている。このため，ハンマーの打撃によってロッドに伝達されるエネルギーは，ロッ
ドの土中への業入に消費されるのみならず，ロッドの横振動にも消索牒れると考えられ
る。この横板劫に消磨されるエネルギーは，非定常約であると考えられ，潜入磁を地盤の
定数的な情報とする場合には，重要な問題があると考えられる。すなわち，質入億によっ
て，地盤の土質因子を推愛するためには，ハンマーの打撃によって，ロッドに伝達される
エネルギーは，常に一定であることが前擾となる。このような簡易貫入試験機に関して，
ハンマーの打撃によって，ロッド内を伝ばする応力故の特性を定蕊的に把揺する試みは，
従来あまり行なわれていなかった。
そこで，筆者らは，簡易賞入試験機で得られる質入倍を，地盤の定盟約な情報とするた
めの前提とされる，ハンマーの打撃によってロッド内を伝ばする応力の定常牲を得るた
め，試験機の開発を行なって来た。その過程として，凍研究では，質入ロッドを伝ばする
応力汲を測定するためのびずみゲージを使用した応力披測定装澄と，それらの特性とにつ
いて放射した。豪た，試作した簡易質入試験地Ⅰ号槻を用い，この装置常よって応力汲の
測定を行ない，‡母機の問題点について述べ，その欠点を除いて，新たに開発した簡易質
入試験機賞母機の性能について述べる。

§2．ひずみゲ…ジを使用した質入ロッドの応力波測定
簡易笈入試験機は，小酬轟簸であることが要求されるため，試験機の蕊畿の軽減が必蟹
である。このためには，ロッドの土中への質入エネルギー源を静荷藍によるよりも，劫荷
蕊にした方が有利である。従って，簡易濱入試験機ほ，動的償入試験機が多く，攣老らの
試作，開発した試験機も動的なものである。動的質入紙験機では，ロッドの」ニ申への選入
エネルギー源は，ハンマ…の位置エネルギ岬であり，ハンマーの打撃により，ロッド内を
伝ばする応力披の伝ば特性，振幅の大き畜，また，その定常性などを定盈的に把擁する必
要がある。ところで，このロッド内の応力汲の伝ばは，高遠現象であるため，それを測定
する計測器の適切な選定と，その特性の把捉を要する。
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本邸では，応力披測定装置と，それらをJ削、た実験方法を示し，差動増幅器の周波数特
性，応力波形の立上がり時間特性，始督特性の検討を行なった。
また，ハンマーの打撃により，ロッド内を伝ばする応力奴は，ロッド下嬬と土との不連
続爾に遷すると，反射放と透過放とにわかれるので，筆者らは，∫り麗とともに，反射波を
測定し，披形の時間と振幅の特性を解析することにより，地盤の情報を得ることを冒ざし
ている。このため，これらの応力披測定教書監は，将来，屋外で使用するため，ひずみゲー
ジとブリッジ！軋路と巷結線するケーブルについて，ひずみゲージから発動増幅潜までを含
めた周波数特性などから，使用するケーブルの選定について検討した。
2．1測定装置
ロッド内を伝ぽする応力披測定基層のブロックダイアグラムを，賢卜1に示す。ひずみ

ゲージ（新興通イ冨社製，SlO8 艶，抵抗120n，ゲ…ジ率1．97，長さ 8mm，幅2mm
のペーパーゲージ）を，ロッドの打撃南（ノッキングヘッド）下10cm（Ⅹ母機は，10，
50，90cmの3点）の位凝に，ロッドの中心軸に対称にZ枚，シアノアクリレート系接着
剤（瞬間接溶剤アロンα）で貼付し，これらを麗列に結線し，ホイートストンブリッジの
…辺とした。

躍ト1，ロッド内を伝ばする応力披測定装澄のブロックダイアグラム

ロッドは，その下端が近似的に自由焼とみなしうるように，厚さ40mmのゴム坂上に
設置した。ブリッジ回路の電源ほ，単一乾電池（1．5V）を直列に2爛結線し，また，差
勒増幅器の正負電源には，S−006p（9V）を2個使用した。このブリッジは，理論的に
ほ，10￣4のひずみに射し，ブリッジ出力は，0．i35mVとなる。実際に，記録波形から，
10仙4のびずみに対するブリッジ出力を求めると，約0．14mVとなった。このように，ロ
ッドのびず利こよるブリッジの出力肇琵圧が小きいので，利得100の差動増幅器で増幅した
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後，過渡披形記憶装償（NF社製，MODEL WM−814）に記憶させた。なお，図血2
に，差勒増幅暴の回路図を示す。
￣一
過渡披形記憶装殴は，サンプリング
「‥−‥−

，ご∴‥−

点2048点で淡彩の各点の電戌をA−D
変換し，それを記憶するものである。
サンプリング点の時間間隔（サンプリ

OUT ング間隔）は，1〃S〜0．5s に設定で
きる。この装鑑で記憶した披形は，ペ

ンレコーダー（理化電機工業枚数，

MODEL R−13）に掃出し，記録した
邑、＿‥＿…‥＿、‥ ‖＿＿

」

図血2，差勒増幅器の回路図

後，解析に用いた。
実験方法は，まず，ブリッジ回路の
直流バランスをとり過渡淡彩記憶装置

のサンプリンダ間隔を所定の億に設定して，波形記憶のための準備が完了する。次に，
ハンマーを所定の高さから落下させ，過波波形記憶装殴で記憶させた後，オシロスコープ

（東芝製，TYPE BMlO67A，周波数滞域D．C．〜10M肋）で同時モニターし，ペン
レコーダーに掃出した。
2．2 測定器の特性
測定器の周波数帯域隔βw（H反）とひずみの立上がり時間rrしS）の間には，次の関係式
がなり立つ。

（2．1）

βw・gr芯0．35．9）

ここで，2〃Sでひずみが立上がるとすると（2−1）式より，βw崇1751くHzあればよい
ことになる。そこで，ひずみゲージーブリッジ回路間，ブリッジ回路一差動増幅器問をケ
ーブルで接続するため，差勒捌苗器の周級数稲城幅はD．C．〜250】（Hzとした。したが
って，理論的には，この紺澄装置では，立上がり時間，1．4〟Sまでの現象を計測できるこ
とになった。しかし，実際にほ，ひずみゲージ叫ブ

リッジ回路問のリード線問の分布容優

によって，βwは制限される。そこで，ひずみゲージ…ブリッジ回路聞を援凝するケ…ブ
ルを選定するため，ひずみゲージから差勒増幅器までを含めた周級数特性を求めた0な
お，ケーブルの選定についてほ，4種類のマイクロフ月・ン∵コードを対象にして，極盈性，
強度などを考慮し，駿絡的にぼ，磁気的性能によって使用するケーブルを決超した。比較
級討したケーブルは，無敵発銅リッツ線4五5（古河電工社製，長さ10m），4E6（藤
愈電線社製，長さ10画，2E3（藤愈電線社製，長さ5m），2T2（製造会社不明，最
さ5．2m）の4穫放である。

袈叫1に，その結果を示す。この結果，終盤性と周汲数絡牲とから，実際に使用する
ケーブルは，4E5とした。なぁ 4種類のケーブルを用いて，選入口ッドを伝ばする応
力汲測定を行なった結果を，図−3（a）（b）に示す。この結果からも，応力波形の立上が
りは，4B5を使用した場合が教も良い。この実験でほ，簡易選入拭験機Ⅱ尊械（Ⅱ号砲
の詳細は，§4で述べる）を郡、，ひずみゲージは，打撃蘭下10cmの位檻に貼付し，ハ
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豪州1 各種ケーブルの特性

※ブリッジ回路から差軌増幅器までを含めた周級数特性

ンマーの落下高（ゐ）は，20cmであり，過渡汲形記憶装贋のサンプリング間隔は1βSで
ある。

差動増帖器点，NatiollalScmicotlductor FET−IC，LfL357を用いてし、る。この動ひ
ずみ測定系で発生した最大電圧は，数百βⅤである。抵抗RのJollnSOnnOise川〉11｝βn
（rms）は，次式のように与えられる。
銘＝4・ゐB・ア・札・及

（皇．2）

ここに，ゐB：ボルツマン定数1．38×10鵬28（Joul／deg）
r ：絶対温度ぐK）
属：信号源抵抗（n）
βw：周汲

図−2より 尺ご10kn

12〉 として計算すると，発動増幅器系の入力換算雑

音電圧（Jo壬InSOn雑音）βn（rms）＝9．1〟Ⅴとなり，固有の雑晋が存在し，旦／Ⅳ比＝35db
程度となる。一方，屋外測定の場合，外部雑音魔圧の混入があるが，シールド線4E5
と差動増幅儲の同相雑音の除去性能とで除去できると期待している。なお，屋内での応力
披測定実験中に，ハンマ…，質入ロッドを緻果として絶縁したため，ロッドに静電気が帯
電し，これらの衝突時に放電して，測定披形に，インパルス他の雑音が認められた。これ
は，ロッドおよびハンマ】を，ア】スすることにより除去した。屋外での測定の場合，ロ
ッドを土中へ質入させるため，静電気による雑音の混入はないと考えられる。

§3．簡易買入試験機‡号機の試作と応力波測定
3．1Ⅰ号機の構造
Ⅰ骨格の構造の概略を，図瑚4に示す。‡母機は，従来の簡易質入試験機と同じ型式で
あるが，沖村・田中2）や大久保・上坂さ）らの提麗している試験放を，さらにノjヽ型極濃化し
たものである（袈叫2）。
ハンマーのガイドロッドは，質入ロッドと同じ篠（10mm）で，南口ッドは，給食用締
めつけねじで一体化している。すなわち，1本1．00mの最さのロッドの両咄には，それ
ぞれ，おねじ（径6．Omm，ピッチi．Omlll）とめねじとが切ってあり，パイプレンチで

︵＞E㌫u寓上呂＞トコm卜⊃0

0 200 る00
●l、IMヒr（ト旧）

0 200 る00
−t■lMEr−（ドS〉

（孔）

︵ン∈㌫∽ぺhO＞トコm．ド⊃0

0 200 る00
■l li捕√（JJS）

0 200 る00
■rlMl＝〜（j・・！ミ；〉

（b）

閲…3，ひずみゲージ血ブリッジ回路問を接続するケーブルの違いによる応力波形。出力電圧（mV）

軋 ブリッジ回路からの出力電圧を表わす。
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1. guide rod
2．滑 串

3．tripoc‡

んhqmmer
5・lくnOCkingheqd

6．penet氾tion rod
7．i章．りミ

8．頒地底璃

9．cone

図004，簡易黒人試験機‡尊械の概略

敦血2 各種簡易質入総数機の緒元

接続，切離しを行なう。ハンhマ㌧】のガイド孔の内径は，11mm で，ガイドロッドとの間
には，最大1．Omm のあそびがある。また，質入ロッドを設済するとき，三脚頂部より
垂球を懸垂し，質入ロッドをほぼ鉛掛こ保つ。三脚としては，木製伸縮脚をそなえ，平地
において，激高3m程度までのばすことができる。
Ⅰ母機の総磐盈は，露入口ッド（5本），ガイドロッド（ヱ本），ハンマー，ノッキング
ヘッド部（2個），パイプレンチ（2本），三脚を含め，約12l（gである。
3．2 応力波測定結果と考察
‡母機での応力披測定は，ノッキングヘッドから澄入口ッド下端までを，111cm と

し，ガイドロッド晶を，103cm として行なった。ハンマーの落下高ゐほ，1，2，3，
4，5，10，15，20，25cm とし，カニ5〜25cm での記録波形を解析の対象とした。な
お，現地での調査の際には，カニ20cmで測定を行なう。
図仙5は，ゐ㌫1〜5cmでの実験による雷己録波形で，サンプリング間隔は，2〟S であ
る。披形の立上がりから，立下がりまでの時間間隔 gは，約400βS である。山方，
計算値ほ，軟鋼の弾性汲伝ば速度 c を，5120m／sユき），びずみゲージからロッド下欄慄

ヱ62

貰艮㌫労彗意こ湊賀音
500

0

1000

TIMEf（ps）
図…5，ハンマーの落下高（カ巴i〜5cm）の遠いによる応力波形（‡母機）。ひずみゲージ位澄：打
撃雨下10cm。サンプリング間隔：2〟S。出力電圧ほ，ブリッジ回路からの出力餞月三を示す。

での長さJRを101cIn とすると，∫ニ2JR／Cより，g＝395〃S となり，実験値と 5βSの
差があった。これは，波形の立下がりが麗線的に変化しておらず，ひずみゲージ下1．2
em の位紀に，質入ロッドとノッキングヘッド部とをねじにより接続しているためと考え
られる。また，カの増大に伴って，ひずみゲージの出力電圧は大きくなり，従って，ロッ
ドに発生している佼大圧縮応力も大きくなる。各ゐにおいて，相似形の応力汲形が記録
されず，特にゐが15cm 以上になると，その儀何が顕著で，一回窺のハンマ】の打撃
によっても，波形にかなりの差異が認められた。

このような弾性丸棒の縦衝撃についての理論的研究は，Fischer14，1S〉16…｝

により詳細に

行なわれている。また，松本らは1さ〉，丸棒の縦衝察による応力披の伝ばについて解析し，
爵験により得た測定凝凝と解析結果とを定盤的に比噸検討している。
Fiscber，松永らの研究によれば，材質が等しく，断固硫の異なる2本の弾性丸棒の縄
衝撃で，それぞれの丸棒に生じる応力は次のようになる。速度び1，即2で運動している丸
棒Ⅰ，Ⅱの衝突前における運動エネルギ仙び1は，棒Ⅰ，Ⅱのそれぞれの駅南魯：d】，d2

（Cm2），長さ：glノ2（Cm），Young率：g（kgr／cmり，密度：p（g／cm8），霊力加速
度：g（m／s2）とすると，

二 二・
l

二

となる。衝究後，棒‡，Ⅱのそれぞれの衝突衝に生じた応力げ1，♂2は，速度C（m／s）で
両棒をそれぞれ地場へ向って伝ばし，衝突の瞬間から，g時間後には，Cどのそれぞれの領
域における応力の変位速度ほ，棒の恋心に対して，〃f，〝；となる。従って，これらの領域

の金エネルギーⅥは，びずみエネルギ…と運動エネルギーとからなり，次式のようにな
る。

瞑唇（〃1血畔＋与月1増
ニ ∴

二 ・

・
（3・2）

また，応力放の転ばしていない領域には，運動エネルギ偏のみが存在するから，U言′は，

l 二： ￣・ ニー

∴こ

となる。そこで，衝突によってエネルギーの損失がなく，衝突申は，接触面の変位速度が
等しいと仮定すれば，ぴ1慧こぢ＋明′，机−ぴ；＝汐2−ぴ≦であるから，（3．1），（3．2），（3．3）式
より，棒Ⅰ，ゴ‡に生じる応力は，

」ヰ： ・

・ニ

陣笥嘉㌻〆掌（…）
となる。この場合，棒Ⅰをハンマ…，棒∬をロッドとすると，棒‡は，i葛さゐからの自
由落下となり，がl霊〆ぎ誘，また，衝突前における棒Ⅱの速度む2霊0であるから，（3．4）
式ほ，

畔讃か暦称 頼笥‰−／官師

（3・5）

となる。ハンマー，ロッドが軟鋼製である場合，これらの応力は，それぞれ他鴎へ向っ
て，速度C＝5120m／sで伝ばする圧縮応力となる。（3．5）式から，ゐご5，10，15，20，25
Cmの時の繋入口ッドに発生する応力♂2を計算し，また実験で得た記録披形より，ロッ
ドに生じた応力披形の敢大枚暗，すなわち，最大圧縮応力を求め，各ゾ甘に対する計算
による応力と，実験による応力を図叫6に示す。なお，計算に用いた三尊機の渚元を，表
叫3に示す。この結果，カ霊15，20，25cm と，落下高が大きくなるのに従い，ロッドに
生じる応力は，計算植よりも大きくなっている。また，それに伴なって，各落下高での応
力にばらつきが認められる。
このような現象が生じる原因は，

1）ロッドを正確に鉛濾に設殴することが困難である，
2）ハンマーのガイド孔（掻11mm）とガイドロッド（径10mm）とには，俊夫1mm
のあそびがあり，ノッキングヘッド全面に，均等な打撃力が加わっていない，
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表柚3 簡易英人試験紙Ⅰ母機の緒允
へ＼＼＼＼諸元

＼、＼

断 面 硫

月（Cm2）

長

さ

■打

／（C111）

〟（kg）

！i；二

g（品どぶn琴ぎ警ぎ（g／cm琴

∴
繋 ノッキングヘッドからロッド下㈱までの長さ
※燕 ノッキングヘッドからロッド下輔までの質恩

3） ロッド接が10肌mと細く，ま
たi），2）の原閤が窓接すること
により，ロッドの横振動による
応力のばらつきが考えられる，

などである。
ロッドの構振動壕防止するには，

ロッド径を大きくするか，あるい
は，質入ロッドの途中を何点かで
支持する方法がある。ロッド掻を
大きくすると，その繋駿は，鵬是
の艮さのロッドでは，半径の2乗
に比例して大きくなる。従って，

1 2 3 る 5
ノ許（crJ′2）
援ト6，〆五（カ：ハンマ血の落下l毎）に対する記録波
形から得たき㌫カと，（3．5）式より得た応力との
比較（‡号械）

ロッド径を大きくすることは，纏
放牧を重視する立場から，おのず
む限界がある。すなわち，簡易質
入試験級では，綴の細いロッドを
使用するため，買入ロッドの横振
動を防止するには，試験機の構造

を工夫する必要がある。

§4．簡易買入試験機Ⅰ‡号機の開発と応力波測定
jt軍機の開発には，ト腎臓の問題点を踏まえ，次の点を棉逝上の設計指針とした。
り 鷹入口ッドの打撃衝から下㈱までの2〜3箇所を，横振動防止のため，絨方向の勒
きに対してのみ固定する。濠た，ロッドの潰振動を少しでも械ずるため，ロッド径を
14．OmlⅥ とする。

2） 巨腎繊の構造では，貫入口ッドとガイドロッドの中央部にハンマーがあるため，ハン
マ仙引上げ時う あ渇いはまた，落下時に，ロッドとハンマーとが一体となって櫨ゆれを
起こしていた。従って，Ⅱ号放では，ハンマれの櫨ゆれを防止するため，その養内は，
外周をガイドロッドで線接触により行なう横道とする。
3）1軍機では，質入ロッドを設置する時，三脚伐郎より垂球を懸垂し，懸垂びもに合わ
せて，目測で貫入口ッドをほぼ鉛磁になるようにしていた。しかし，この方法では精密

ユ65

ではないので，業入口ッドの打撃面に水準署を置き，正確にロッドを鉛麗に設置できる
構造にする。
4．1Ⅰ‡号機の構造
昔号綴の設計指針に基づ凱 軽駿化と構造の簡素化，また精度の向」ニに願意して，その
構造を，図嘲7のようにした。この構造であると，設計指針の3点は溜旨足されるが，ロッ
ドの接続に問題を残すと考えられる。
以下，軒数緻の細部の梢造，および使用した材料について述べる。

1

1．滑串閑寂臓
2．汀j 胆
3∴三脚固定凝

んhommer
5・PenetrGtionrod
6∴i を入口ッド支持絞

7．鴻池成城

8．guidepやe
9・tripod

】鷲ト7，簡易恩人−；議駿機Ⅱ瞥機の撒磯

（1）ガイドロッド

ガイドロッドにぼ，ステンレス製，外接16．Om札 内厚1mm，長さ2m，磐鼠0−74
kg（1本当り）のパイプを4本位j召した。4本のパイプは，外径吸81m王恥 長さ14臥O
mm，肇錯漁2」0】くg のハンマ叫を霧内するため，！望ト8のように，アクリル鱗腰製聞取
に煤ねじで国産した。固定は，滑逼区間定坂，質入ロッド支持坂（2箇所），接地底板の4
箇所で行ない，質入ロッド支持坂は，任意の高さに設定することができる。また，運搬
時には，すべての板ほ取りはずすことができる。パイプの接地部には，つめを付け，助数
詞に押し込み，地掛こ固定する。質入実験を行なう時には，この4本のパイプには砂を畿
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−沌2233

ノ＼ンて−

ンー一l仙

l営ト8，ガイドロッド（パイプ）l蚕克郎，および

unitこmm

閣岬9，テフロン樹畑製ロッド支持郎

め，ハンマーの落下時，およぴ，ハンマーとロッドとの衝突時に，パイプに伝ばする振動
を吸収，減愛させるようにした。ガイドロッドに，ステンレスパイプを使用したヨ理由は，
1）摩擦が小で，さびにくく，将来，ハンマ仙との摩擦が大となる恐れが少ない，
2）軟鋼製ガイドロッドに比べ，軽駿である，

3）単位盃駿当りの曲げ漉さが，軟鋼終に比べて大きい，
4）中空であるので，河繋厳の軟鋼終に比べ断面係数が大きく，また，砂を詰めることに
より，振動の減愛機を大きくすることができる，
などのためである。
（2）質入ロッド支持部

図…9は，ロッド支持部を示す。ロッドとの接触部には，テフロン樹脂を使用してい
る。この部分に，テフロン樹脂を使用したのは，
1） ロッドとの健棒が小さい，（動摩擦係数 〃＝0．02）
2）テフロン樹脂であれば，ロッドの横振動を吸収，滅致させることができる，
などである。一方，ロッドは，サンドペーパー
（1500番）で磨かれており，さび防止のた
め，抽を塗布している。
（3）滑牽部

ハンマーを引き上げる滑車部には，小型ボールベアリング（NTN 製 626）を使用
し，ベアリング外周部払 アクリル樹脂製で，みぞ外接30mm，厚さ 5mmのプ リ…
を，エポキシ系接着剤（アダルクイトラビッド）で，ベアリンダに聞達した。
（4）三脚

三脚は，三段で伸縮可儲なアルミパイプ灘のフラッグポールを利用した。最長にのばし

た時，3．36mで，収納した時，1．6mであり，磐畿は，1本当り1．1kgである。接地
部には，渕畿用三脚と同様に，つめを付け，地面に押し込み，安定を保つようエ大してい
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る。
（5）その他

ハンマーのガイド用パイプを固定する板には，前述のどとく，アクリル樹脂板を使用し
た。質入ロッド支持板以外のカの加わる板は，厚さを20mInとして強度を持たせている
が，現場で試験機を使用する場合には，これらの棍は，金属にした方がよいと思われる。
また，現地で使用する場合にほ，−一痛打解毒の質入駿を測起するため，ガイドパイプに，
ミリ単位の目盛をきざみ，カーソルをスライドさせることにより，質入汲を蜘憶できるよ
うにした。

質入ロッド5本を含めた試験機の全署鼠ほ，約19kgとなり，‡号械よりも約7kg大
きくなっている。

4．2 応力波測定結果と考察
Ⅱ母機での応力披測定は，ロッド盛を100．Oelnとし，ひずみゲージを‡母機の場合と
剛嚢に，打撃河下10cm とした他に，∬号機のみ50，90emの位鰹にも貼付している。

図伽10に，ハンマーの落下嵩カ＝1，2，3，4，5cmで，打撃雨下10cmの位澄のひず
みゲ…ジで測定した時の記録汲形を示す。披形の立上がりから立下がりまでの時間‡は，
350βSであり，一方，計算では，g及慧タOcm，弾性液伝ば速度Cた51201n／sとすると，J㌫
2Jli／どより，gニ351．5〟Sとなり，実験値と計算値とは一致する。また，ゐの増大に伴っ
て，ブリッジ回路の出力電圧は大きくなり，したがって，ロッドに生じている応力ぼ増大
している。韮母機においてほ，各点における波形は，このように相似形を示した。

ここで，ゐ＝20cmとし，松本らの図式解法を斑骨格に適用し，打撃南下10cm（A
衝），50cm（義函），および，90cm（C南）の各断面を伝ばする応力の時間的変化私
図叫11，図叩12，図叫M13に示す。図式解法によれば，滋なる高さからi計由落下したハン
マーが，ロッドに衝突した時，ハンマーおよびロッドに生じる応力♂】，♂2は，（3．5）式
で教わされる圧縮応力である。打鍵の瞬間をg記0とすると，J㍍Zg2／C（／2：ロッドの長
さ）後には，ロッド下墟は自由軌であるので，絶対値の等しい，異符号の応力として反射
した引張り応力が打撃面に透し，この時，ハンマーとロッドとは離れる。従って，g記0
から2烏／ぐまでの間，ハンマーはロッドの打紫蘭に接触しており，ロッドに加えた打撃
力を加えつづける事になる。山方，ハンマーに生じた応力げ1は，g㌶gノC（Jl；ハンマ細
の長さ）後には，ハンマー土瓶に達し，自由端であるので，引張り応力として反射し，
拉功∨㌃後には，打撃常に透する。この打撃蘭ほ，不連続面なので，この爾に適した応力
披は，反射と透過が生じる。ロッドとハンマー当の材質が同じであるので，応力の反射係数
（α），および透過係数（β）は，それぞれ，次式で与えられる。
・二
．

、＿

従って，α♂1が圧縮応力として反射し，β勘二が引張り応力として透過する。ロッドに透
過した引張り応力ぼ，ロッドに生じている圧縮応力を消去しながら伝ばする。濠た，打撃
爾で反射した圧縮応力 α♂1は，♂1と同様に，g芯4∫】／C 後，打撃常に適し，αα♂1の応
力が反射し，βα♂lの引張り応力がロッドヘ透過する。以後，才諾之J2／C改まで，ハンマ
…に生じた応力は，ハンマー各往復しながら，ロッドへ透過放として伝ばし，ロッドに生

（4．1）
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∵十二似り．・悠∵∵〆十∵．∴﹂﹂b
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0
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1−1附こ：g▲（〜・雨
筐ト10，ハンマ仙の落下高（カ霊王〜5clⅥ）の違いによる応力波形（iI母機）。ひずみゲ…ジ位混：打撃
面よりiOcm下。サンプリング冒那萬：之〟S。出力電圧（mV）楓．ブリッジ回路からの助力閻圧
を示す。

じている圧縮応力を消去しつづける。gニ2J2／C後には，前述のように，ハンマーとロッド
とは離れ，ハンマーからの引弓長り応力の透過は中断する。ハンマーとロッドとが離れる瞬
間，ロッドを伝ばして兼た引弓長り応力は，打撃薗で反射と透過を生じる。力ま＞d2（月1：

ハンマーの断面積，月2：ロッドの断面積）よりJα＞0であるので，α♂2は圧縮応力と
して反射し，βげ2は引張り応力としてハンマ佃にゴ義過する。しかし，げ2が打堪面に到達

した瞬間に，ロッドとハンマ岬とは斬れるので，ハンマれに透過したβ♂語は，ロッド内
を伝ばする応力故には影響を及ぼ溶ない。従って，g㌫2Jz／C後にば，ロッド内に存在す
る応力披のみが伝ばする。
以上の僕l式解法により，図一品∧槻11，A盲桁を伝ばする応力の時閥的変化を，筐ト1ユ，a血1

に示す。a】仙州2は，実験によって得た記録披形である。なお，図式解法に用いた】‡母機の
衷叫4 簡易貴人試験機Ⅱ母機の諸元

＼＼、＼＼、㌘…済。熟語）機ぎ薫g（。m，
二

さ

−

・．∴こ． ′∴∴… ∴、・＝
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㌃§︑中澄︶SS山∝トS
ト⊃mト⊃○

︵＞∈︶山0年コ○＞

0

500

1000

−州肝√（JJS）
図仙11，ロッドおよびハンマ岬を伝ばする応力披（叡上医l）裾断商を伝ばするi崇l式解法で求めた応力波
形（a叫1）と実験で得た記録汲形（a……2）

270

㌘§急患SS山∝トS
0

；盲︶山口草一〇＞ト⊃mト⊃○

50【）

1000

●1 lME√（J、jS）
図血Ⅰ2，（B漸衝を伝ばする図式解法で求めた応力波形（b醐1）と実験で得た記録披形（b…2）

請元を，表叫4に示す。B面での応力の時間的変化ほ，図㈹ま2，b㈹1となり，b叫2に
記録級形を示す。さらに，C薗での応力の時間的変化は，図仙】13，C叫1となり，C血叫2
に欝己録披形を示す。このように，図式解法により措かれた波形と，実験によって得た記録
波形とは，極めてよく血致している。なお，記録披形は，サンプリング間隔2〟S で記録
したものである。

ここで，‡母親の場合と同様に，ゐ㍑5，10，15，20，25cmで，（3．5）式で求めた計
界砥と，記録披形から求めた失敬偽との関係を，図蝋14に示す。この結果，計算槌と実
験値とはよく一致し，また，同じカでの応力に蔑常性が認められる。
このようなハンマーの打撃によって，ロッドに生じる応力の定常性について，巨管機，
Ⅰ卜号機での記録披形から検潮する。ハンマーの落下商をカニ20cmとし，Ⅰ登城，Ⅱ母機
ともそれぞれ，20回の応力披測定を行ない，初期応力を求め，20偶のサンプルから，療準
偏差（∫），および，信減係数（p）が50％のときの確率誤差を求め，倍聴区間（g）を求
めた19）。卦血−5に，その結果を示す。この結果，機準偏差ざについては，Ⅰ母機は，Ⅱ
母機よりも1桁大きくなっている。また，変化係数C．K（ぶ／虎）を求めると，三尊機のC．
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援卜】3，（C漸面を伝ばする図式解法で求めた応力波形（C叩」）と実験で得た記録波形（C血2）

柑
0
0
5

︵NE︑号ニss山∝トS

1 2 3 る 5
J町（cIJ／2）
図…14，ゐ（ゐ霊ハンマーの落下商）に対する記録披形から得た応力と（3．5）式より得た応力との比較
（Ⅱ母機）

Kは，Ⅱ母機のそれに比べ，約7倍となり，Ⅰ母機は，X母機に比べ，大きなぼらつき
があると判る。
従って，Ⅰ号機においては，ロッド内を伝ばする応力に定常性が認め難く，土層構造の
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機種別のロッド内をこ発生す乳応力の特性
ガ （ダニ50％）

C．y，（β／鳶）

f 母機

870．65烹1ま・03 妻 0・080

1L・1J▲拭

750．92忠1．49 … 0．012

〜！：褒料数
澄：平均櫨
ガ ：倍額係数（ダ）慧5
C．㌢．：変化係数

ぷ：機準備叢

定数的な把捉を冒ざすためには，不適当であると考えられる。山方，Ⅱ母機においては，
貰尊機に比べ，一打撃毎の誤差は小さく，定常性がある，と考えられる。

§5．結
今回の山避の実験給養から，次のようなことが明らかとなった。
1）びずみゲージと差動増幅矩（D．C．〜250kHz）とを使用した応力披測定装殴を開発
し，ハンマーの打撃によって，ロッド内を伝ばする応力汲を測遷することが可能となっ
た。

2）応力披測定裟澄を用いて，簡易質入紋験繊㌻母機（ロッド径10mm，傍トー4，表軸
3）のロッド内を伝ばする応力披の測定から，初期応力の大きさを求めた。これらの測定
値の変化係数は，0．080（表∴5）であり，応力披の振吟馴こぼ，ばらつきが認められた。
この原因は，ロッド接がまOl罰mと細く，ハンマーの衝突時に，ロッドの横板動が生じて
いるためであると考えられる。

3）Ⅰ母機の欠点を除去して，簡易貫入組験機Ⅱ号機（ロッド径14．Omm，図仙7，褒
仙u4）を開発した。韮母機は，ロッドの械振動を防止する構造を備えている。】王母機での
変化係数は，0．012（表血5）であった。この結果，械振動に起因する試験級の誤差は，
除去しえたと考えられる。
4）ロッド内の応力披の伝ばは，図式解法によって，理論的に説明される。そこで，図式
解法により措いた応力波形と袋験によって得た雷己鯨波形とを比較

その鎗果，両者ほ

極めてよく∵イ致することが確認された。
5）従来の簡易忍入試験機浸潤いた地盤調査では，n騰が唯山の
かし，n伯と同様に，ハンマーの鵬撃毎の応力波形から，ロッド下棉のロッドと土との反
射係数を求め，それらを詳細に検討することにより，地盤の情報を得ることができると考
えられる。
謝 辞
本研究において，ハンマーがロッドに衝突して離れるまでのロッドに伝ばする応力披の

ようすを，Wave Machineで矧掛こ確認した。Wave Mac】1ineの佼欄を快諾していた
だいた九州芸二大物理学教室の松倉保夫教授に深甚の謝意を嚢わす。

273

1')

2)

m:£:ill :j'&' rJ:l;j:,j}.!iz.: :I~lmJ;I5Jffi.\1tjill;HfIC;[0If<S;I)~lf<':f';l1..K",?1,\-r.
f:r, 24: 127-139, 1973
~j*J

:'if: '!ElIIJ

)J<;: -Ita:l;~jilllc;[o If <S J!iit1t:l~C. ?*~:HfJjiO);tl~!fptj~cl1ti:l'~§,Mti?f<~Kr:\~J<J'

i.S1VF§'C. tirrfMJJ, 33: 7-16, 1980
3)

4)

fiBrB~;f!£!: A'7.:r.-T/J;~-tt'7 /7'1 /~lF,JJ;~t:ti!t!O)iJl.!nHc",?1,\-r.

13: 31-35, 1971
::I:
8: 13-18,

1960
5)
6)

~lUni~.~: l%J:Aita:~IC.,K<Sjilljlf~rjfiiliii\lliJ1!f.o)~hiliiJ1j. ;1::
J1\;[lJS""I;'.

~:jIj[I-~

• ~*

. jiiJilli

f\!}:. iP>RJJR!lj~ij'I: *jl'!~;(gJl1l:Alii:tJ.~~K;rol;T<S

WHC~]-<SJill~(;UliJf~

7)
8) TTMOSHENKo,

6: 5-9, 1958
J:l 'y

FO)Jl1l:Aj~

2: 115-128, 1972

1975
380-388 pp,
1981
9) 'J .=. - • T ~ ,. J:l .=. ~ A iIf.~: .¥BU~*'J.!mIJ. 29 1', '7 ~ :tjxWftd:, ]if{;f,~, 1978
10) ~~E8j'(;-: Ij?iJJill"¥:32!1'l1#j:1. .:r:v~ rO'='~AO)li\;liJll!. 318-3481'1', ~i'j'f!~, Ji!UR, 1961
11) NYQUIST, H.: Thermal Agitation of Electric Conductor. Phy. Rev. 32: 110-113,
1928
12) OTT, H. W.: Noise Reduction Techniques In Electronic Systems. 198-224 pp, John WHey
& Sons, New York, 1976
13)
: :PJH$f£f;R. qO/jl!J! 79 1', :h~, ])fOR, 1981
14) FISCHER, H. C.: On Longitudinal Impact I. Appl. Sci. Res. A-8: 105-138, 1959
15) F!SCHER, H. C.: On Longitudinal Impact n. Appl. Sci. Res. A-8: 278-308, 1959
16) FISCHER, H. C.: On Longitudinal Impact m. Appl. Sci. Res. A-9: 9-42, 1960
17) FISCHER, H. C.: On Longitudinal Impact IV. Appl. Sci. Res. A-9: 93--138, 1960
18) t:L<;:4s:trl1z'

E~

tt.
19)

176-177 pp,

S.(:&l~7tJ;fl,

~:ill

~fm:

51· j:0ii1RiUfl • 1~1m~-~15:

>WE1!J1jU~~Jt 1:rt;:jLt~§ Ic1: L;; 7.> tr;;)]:to.,K

tJ

1(: 0) i~

29: 49-59, 1963

*!b'r~~I.7.lnJ' E*~;I~: li\;rtllliqo/Jl.!Jl"¥:~~.

5-81'1',

Jj'rJffi.\fli~,

J1UR, 1971

Summary

A simplified penetrating apparatus was developed for exploring soil profiles
in slope.

Examination of penetration of steel rod was carried out by measur·

ing the amplitude and time· interval of stress

waves propagating through a

cylindrical rod.
The results are summarized as follows:
I)

Using apparatus consisting of strain gauges and high speed amplifier (D.C.-

250 kHz) , a successful measurement was made of stress waves through the rod
caused by the impact of a drop hammer.
2)

From measurement of stress waves propagating through the rod of the

simplified

penetrating apparatus No. I (diameter of rod: 10 mm,

Figure-4,

Table-3), using the framed apparatus, the magnitude of initial stress was
observed.

The coefficient of variation for measured values was 0.080

(Ta·

274
ble-5).

The amplitude of stress tended to fluctuate.

A major cause of this

fluctuation was that the rod was slender and its traverse vibrations were generated by the impact of the hammer.
3) The simplified penetrating apparatus No. II (diameter of. rod: 14 mm, Figure-7, Tab1e-4) was contrived by eliminating the imperfections of penetrating
apparatus No. I. This apparatus has an equipment for preventing the rod
from undergoing traverse vibrations. The coefficient of variation was 0.012
(Table-5). The error due to teaverse vibrations was thus excluded.
4) The behavior of stress waves through the rod can be explained theoretically by the graphodynamical method.
5) The n-value has been only one information obtained from ground using a
simplified penetrating apparatus. But, using the apparatus for observing stress
waves, another information can be obtained by investigating the reflection
coefficient in detail between the lower end of rod and soil.

