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地盤調査

危険物探査

埋設物探査環境防災調査

測定機器の開発

【試験要領】

　まず感震器を杭頭部近傍に設置し、ハンマーで杭頭部を軽打します。

　感震器が取得したデータは、PIT 本体に送られ、計測波形が現地で確認できます。

　小型、軽量、ワイヤレスで狭い場所でも調査可能。コンパクトなシステムです。

【適用】

　・場所打ちコンクリート杭、既製コンクリート杭、鋼管杭、H鋼杭、松杭など

【用途】

　・建築物、土木構造物の建替時における基礎杭の再利用調査

　・被災時等における既設基礎の破損状況確認

　・既設杭の腐食や破損等の性状確認

　・その他応用事例

土木構造物に知見をもった技術者が、調査いたします。お気軽にお問い合わせください。土木構造物に知見をもった技術者が、調査いたします。お気軽にお問い合わせください。

➡詳しくは次頁をご覧ください！

　インテグリティ試験装置（PIT-X）は、地中における杭の長さ、亀裂、性状を診断する装置です。
　杭の健全度試験において、簡易的、経済的に判定することができます。
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◆試験方法
　杭頭を手ハンマーで軽打し、杭軸方向に弾性波を発

生させます。杭頭に取り付けた感震器で、その弾性波

を測定し、反射波形を記録します。

　測定は、1本の杭に対して数回行い、内蔵メモリに

保存したデータを PCへ転送して解析します ( 図 1）。

◆解析方法
　杭の一端を手ハンマーで軽打すると、弾性波が発生

し杭体内を伝播します。杭は細長い棒状の弾性体のた

め、杭体内を伝播する弾性波は、杭体内のクラックや

断面形状の変化がある面で反射します。

　この反射波の波形や、杭径・杭長の関係等を用いて

解析し、杭の断面形状、杭体のクラック、断面欠損等

を推定します。

　測定した反射波形は、健全な杭であれば図 2で示す

ように杭先端部からの反射が見られますが、途中にク

ラック等の大きな欠陥があるとその箇所からの反射も

みられ ( 図 3）、杭体に何らかの欠陥があることが推定

できます。

◆適用範囲
　電柱、基礎杭を含む基礎等の『深度』『健全度』を

評価することができます。

◆試験結果の信頼性の確認
　試験の結果より、異常箇所の肉厚測定を実施し、肉厚

が薄くなっている箇所もしくは、膨張により厚くなって

いる箇所との整合性、また亀裂等の性状を確認すること

で信頼性の高い健全度を判定します ( 写 3)。

◆適用の留意点
①杭長調査に用いる場合は、あらかじめ、おおよその深度が既知

　である必要があります。理由は、部材の接合部からの反射波形

　も記録されるからです。

②独立柱地際非破壊点検においても、部材の弾性波速度を正確に

　決定するため、おおよその基礎構造が判明している必要があり

　ます。

◆試◆試◆試験結験結験 果の果のの
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インテグリティ試験器「衝撃弾性波探査器(PIT-X)」の仕様

機器名称 写 真 メーカー 仕 様

インテグリティ試験器

(PIT-X)

Pile
Dynamics、
inc社

（米国）

感 度 ：50mV/g
周波数特性 ：0.7～9000Hz
共振周波数 ：40kHz
ハンマー ：3ポンド 1.4kgf
電 源 ：内蔵バッテリー

重 量 ：約 0.45kg

◆独立柱地際非破壊点検 調査方法
　試験は照明灯に感震器を設置し、ハンマー等により照明灯の支

柱を軽打して行います。打撃位置（感震器設置位置）は、ベース

プレートタイプの下端から既知な位置に設定します ( 写 2)( 図 4）。

採取波形の信頼性を上げるため、必要に応じて打撃位置を変えて

数回測定を行います。

　結果は、国土交通省『附属物（標識・照明施設等）定期点検要

領』の判断基準を準用し、健全度を評価します。

＜独立柱地際非破壊点検＞
　鋼製の街路灯は、塩害、強風豪雨、土壌に起因する支柱の腐食

等により地際から倒壊する事故が報告されています（写 1）。目視

検査により独立柱基礎が腐食に起因し転倒することを事前に判別

することは、非常に困難です。独立柱地際非破壊点検は、調査方

法が簡便で経済的負担が少なく、点検に適した調査方法です。

➡

【インテグリティ試験を適用した応用事例】
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　街路灯の下端より既知の高さ（L=○ｍ）の位置を
ハンマーで叩くと、感震器に初動が観測され、縦波
は街路灯下端まで伝わり、下端で反射し、戻ってく
る（黒矢印）。街路灯の途中に亀裂があると、そこ
で一部が反射して戻ってくる（赤矢印）。その向きは
初動と同じである。
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