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(57)【要約】
【課題】 車輌等に搭載して多点で同時に載荷荷重とせ
ん断力とを求めることができる原位置試験装置を提供す
る。
【解決手段】 せん断部材１６及び載荷部材１３と、載
荷部材１３を取り付ける第一の軸体１１と、せん断部材
１６を取り付ける第二の軸体１２と、第二の軸体１２に
軸荷重を付与する第一の駆動手段及び前記第二の軸体に
回転力を付与する第二の駆動手段と、第一の軸体１１の
軸荷重及び回転力を検出する第一の検出手段１４と、第
二の軸体１２の軸荷重及び回転力を検出する第二の検出
手段１５とを有する。第一の軸体１１に軸荷重を付与し
たときの第一の検出手段１４の検出結果から載荷部材１
３の載荷荷重を求め、第二の軸体１２に軸荷重を付与し
つつ回転力を付与したときの第二の検出手段１５の検出
結果と第一の検出手段１４の検出結果との差分からせん
断部材１６のせん断力を求める演算部を有していてもよ
い。
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
地表面における地盤の変形パラメータ及び強度パラメータを得るための原位置測定装置に
おいて、
前記地表面に接地して前記地表面に載荷荷重を付与するための載荷部材と、
前記載荷部材と同心状に配置され、前記地表面に接地して前記地表面にせん断力を付与
するせん断部材と、
前記載荷部材を一端に取り付け、前記載荷部材に載荷荷重を付与する第一の軸体と、
この第一の軸体と同一の軸線上に配置され、前記せん断部材を一端に取り付けて前記せ
ん断部材に載荷荷重及び回転力を付与するための第二の軸体と、
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前記第二の軸体に軸線方向の軸荷重を付与する第一の駆動手段及び前記第二の軸体に前
記軸線回りの回転力を付与する第二の駆動手段と、
前記第二の軸体を回転自在及び軸線方向に進退自在に支持して固定部に固定させる固定
手段と、
前記第一の軸体に作用する軸荷重及び回転力を検出する第一の検出手段と、
前記第二の軸体に作用する軸荷重及び回転力を検出する第二の検出手段と、
を有することを特徴とする原位置測定装置。
【請求項２】
前記第二の軸体を介して前記第一の軸体に軸荷重を付与したときの前記第二の検出手段の
検出結果から前記載荷部材に作用する載荷荷重を求める演算部及び前記第二の軸体に軸荷
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重を付与しつつ回転力を付与したときの前記第二の検出手段の検出結果と前記第一の検出
手段の検出結果との回転力の差分から前記せん断部材に作用するせん断力を求める演算部
の少なくとも一つをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の原位置測定装置。
【請求項３】
地表面における地盤の変形パラメータ及び強度パラメータを測定するための原位置測定装
置において、
地表面に接地して前記地表面に載荷荷重を付与するための載荷部材と、
前記載荷部材と同心状に配置され、前記地表面に接地して前記地表面にせん断力を付与
するせん断部材と、
前記載荷部材を一端に取り付け、前記載荷部材に載荷荷重を付与する第一の軸体と、
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この第一の軸体と同一の軸線上に配置されるとともに、前記第一の軸体に対して相対的
に回転自在で、前記せん断部材を一端に取り付けて前記せん断部材に回転力を付与するた
めの第二の軸体と、
前記第二の軸体に軸線方向の軸荷重を付与する第一の駆動手段及び前記第二の軸体に前
記軸線回りの回転力を付与する第二の駆動手段と、
前記第二の軸体を回転自在及び軸線方向に進退自在に支持して固定部に固定させる固定
手段と、
前記第一の軸体に作用する軸荷重を検出する第一の検出手段と、
前記第二の軸体に作用する軸荷重及び回転力を検出する第二の検出手段と、
を有すること特徴とする原位置測定装置。
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【請求項４】
前記第二の軸体を介して前記第一の軸体に軸荷重を付与したときの前記第二の検出手段の
検出結果から前記載荷部材に作用する載荷荷重を求める演算部及び前記第二の軸体に軸荷
重を付与しつつ回転力を付与したときの前記第二の検出手段の検出結果から前記せん断部
材に作用するせん断力を求める演算部の少なくとも一つをさらに有することを特徴とする
請求項３に記載の原位置測定装置。
【請求項５】
前記演算部は、前記載荷荷重と前記載荷部材の沈下量とから変形パラメータを求めること
及び／又は前記せん断力と前記第一の検出手段及び前記第二の検出手段の軸荷重の差分と
から強度パラメータを求めることを特徴とする請求項２又は４に記載の原位置測定装置。
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【請求項６】
前記せん断部材のグラウサの外周囲に、土逃げ防止用のリング状部材を設けたことを特徴
とする請求項１〜５のいずれかに記載の原位置測定装置。
【請求項７】
前記第一の軸体及び第二の軸体の軸線方法の移動量及び前記第一の軸体及び第二の軸体の
軸線周りの回転移動量の少なくとも一つを検出するための移動量検出手段を設けたことを
特徴とする請求項１〜６のいずれかに記載の原位置測定装置。
【請求項８】
前記第二の検出手段が、前記第二の軸体に軸荷重又は回転力を付与する前記第一の駆動手
段又は第二の駆動手段の駆動力を検出する駆動力検出手段であることを特徴とする請求項
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１〜７のいずれかに記載の原位置測定装置。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれかに記載の原位置測定装置を用いた原位置測定方法において、
前記載荷荷重を増加又は減少させる過程で、前記載荷荷重が予め設定された値になった
ときに、前記第二の軸体に回転力を付与して前記せん断部材に作用するせん断力を求める
ことを特徴とする原位置測定方法。
【請求項１０】
原位置測定を行う測定位置を予め複数設定しておき、
前記原位置測定装置を搬送手段に搭載し、一の測定位置で載荷荷重とせん断力とを求め
た後、前記搬送手段によって別の測定位置まで前記原位置測定装置を移動させ、当該別の
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測定位置で載荷荷重及びせん断力の少なくとも一方を求めることを特徴とする請求項９に
記載の原位置測定方法。
【請求項１１】
前記載荷荷重と前記載荷部材の沈下量とから変形パラメータを求め、前記せん断力と前記
第一の検出手段及び前記第二の検出手段の軸荷重の差分とから強度パラメータを求めるこ
とを特徴とする請求項９又は１０に記載の原位置測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、原位置における地表面（地盤）の載荷荷重、沈下量及びせん断力を測定し、
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これらから地盤の変形パラメータや強度パラメータを得るための原位置測定装置及び原位
置測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
建設・建築分野における地盤の原位置測定法としては、地盤に所定の大きさの載荷板を
載置し、この載荷板に一定の荷重をかけて沈下量を測定する載荷試験法や、例えば先端に
コーンを取り付けたロッドをハンマの自由落下により地盤に連続的に打ち込み、貫入長毎
の打撃回数を求めるサウンディング法が知られている（非特許文献１，２参照）。なお、
地盤の載荷試験についてはＪＩＳ１５２１−２０１２に、せん断試験についてはＪＩＳ１
４３３−２０１２に規定されている。
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【０００３】
しかし、従来の原位置測定方法は大掛かりな試験装置を必要とするため多点で計測を行
うことが困難であるものが多く、また土質パラメータ（地盤反力係数などの変形パラメー
タや、粘着力及び内部摩擦角などの強度パラメータを含む）は、得られた結果から経験式
等を用いて間接的に推定しているに過ぎないものが多い。さらに、取得できる土質パラメ
ータは試験機に応じて限定されていることが多く、地盤構造物の設計や安定解析において
最も重要となる変形パラメータと強度パラメータとを多点で簡便に得ることのできる原位
置試験法や装置が求められていた。
【０００４】
このような要求に応えるべく、１９８０年代にＴ．Ｂ．Ｇｏｌｏｂによって、図７に示
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すような原位置測定装置（Bevameter）が提案された（非特許文献３参照）。
この原位置測定装置では、地表面に接地されるフレーム１００に載荷荷重と回転力とを
付与できる駆動体１０１を備え、この駆動体１０１の駆動軸１０２の先端に載荷試験を行
う載荷プレート１０３とせん断リング１０４とを交換可能に取り付けて、図７（ａ）（ｂ
）に示すように載荷プレート１０３とせん断リング１０４とを交換しながら載荷試験とせ
ん断試験とを行えるようにしたものである。
【０００５】
この原位置測定装置（Bevameter）は、従来のものに比して装置が小型化され、載荷プ
レート１０３とせん断リング１０４とを交換することで、現地の多点で計測を行うことも
容易になったものの、未だ装置が大型で、かつ、載荷プレート１０３とせん断リング１０
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４とを交換しなければならない煩わしさがあった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】地盤工学会土質調査法改訂編集委員会編集、岸田英明発行「地盤調査法
」（平成７年９月１日第１刷発行）３４３頁〜３８１頁の記載参照
【非特許文献２】地盤工学会室内試験規格・基準委員会編集

社団法人地盤工学会発行

丸善株式会社出版事業部発売

二分冊の２」７９８頁〜８

「地盤材料試験の方法と解説

０１頁の記載参照
【非特許文献３】Theodore B. Golob 著「SOIL STRENGTH INSTRUMENTATION AND METHODOL
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OGY OF MEASUREMENTS」（T.B.Environment Canada, Canadian Forestry Service, Petawa
wa National Forestry Institute, Chalk River, Ontario.Information Report PI‑X‑2.
26 p. (1982)）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、原位置測定装置を小型軽量
化することができて持ち運びに便利で、載荷プレートとせん断リングとを交換する必要が
なく、車輌等に搭載して多点で同時に載荷荷重とせん断力とを得ることができ、かつ、そ
の場で正確な変形パラメータと強度パラメータを得ることのできる原位置試験装置及び原
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位置試験方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するために本発明の第一の原位置測定装置は、請求項１に記載するよう
に、地表面における地盤の変形パラメータ及び強度パラメータを得るための原位置測定装
置において、前記地表面に接地して前記地表面に載荷荷重を付与するための載荷部材と、
前記載荷部材と同心状に配置され、前記地表面に接地して前記地表面にせん断力を付与す
るせん断部材と、前記載荷部材を一端に取り付け、前記載荷部材に載荷荷重を付与する第
一の軸体と、この第一の軸体と同一の軸線上に配置され、前記せん断部材を一端に取り付
けて前記せん断部材に回転力を付与するための第二の軸体と、前記第二の軸体に軸線方向
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の軸荷重を付与する第一の駆動手段及び前記第二の軸体に前記軸線回りの回転力を付与す
る第二の駆動手段と、前記第二の軸体を回転自在及び軸線方向に進退自在に支持して固定
部に固定させる固定手段と、前記第一の軸体に作用する軸荷重及び回転力を検出する第一
の検出手段と、前記第二の軸体に作用する軸荷重及び回転力を検出する第二の検出手段と
を有する構成としてある。
前記載荷部材とせん断部材とは、円盤状又はリング状のものを同心に配置するのが好ま
しく、円盤状の前記載荷部材の外側にリング状の前記せん断部材を同心に配置するのがよ
い。
【０００９】
この構成によれば、載荷部材及びせん断部材を地表面に接地させた状態で第一の駆動手
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段を駆動させると、第一の駆動手段は固定部に固定されていることから第二の軸体の軸線
方向に軸荷重が作用し、前記載荷部材及び前記せん断部材を地表面に押し付ける。前記載
荷部材及び前記せん断部材に作用する載荷荷重は第二の検出手段によって検出される。
また、一定の載荷荷重を付与した状態で第二の駆動体を駆動させると、第二の軸体の回
転力はせん断部材と載荷部材とに分配付与されるが、第一の検出手段が検出した回転力と
第二の検出手段が検出した回転力との差分から、せん断部材に作用するせん断力を求める
ことができる。
載荷荷重やせん断力は、請求項２に記載するようにパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等
の演算手段で求めることができる。
【００１０】
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本発明の第二の原位置測定装置では、請求項３に記載するように、上記の発明において
同一の軸線上に配置される第一の軸体と第二の軸体とを相対的に回転自在とし、第二の軸
体の回転が第一の軸体に伝達されないようにしてある。このようにすれば、第一の検出手
段は、軸荷重のみを検出するものであればよい。
この第二の方法では、前記第二の軸体を介して前記第一の軸体に軸荷重を付与したとき
の前記第二の検出手段の検出結果から前記載荷部材に作用する載荷荷重を求めることがで
きる。また、前記第二の軸体に軸荷重を付与しつつ回転力を付与したときの前記第二の検
出手段の回転力の検出結果から、前記せん断部材に作用するせん断力を求めることができ
る。載荷荷重やせん断力の演算は、請求項４に記載するようにパーソナルコンピュータ（
ＰＣ）等の演算手段で行うことができる。
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【００１１】
また、前記第一及び第二の原位置測定装置のいずれにおいても、請求項５に記載するよ
うに、一定の載荷荷重のときの当該載荷荷重と前記載荷部材の沈下量（第一の軸体及び第
二の軸体の軸線方向の移動量）とから、地盤の変形パラメータを得ることができる。また
、せん断力と第一の軸体及び第二の軸体の軸荷重の差分とから、地盤の強度パラメータを
得ることができる。これら変形パラメータや強度パラメータの演算は、パーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ）などの演算手段を用いて行うことができる。
請求項６に記載するように、前記せん断部材のグラウサの外周囲に、土逃げ防止用のリ
ング状部材を設けてもよい。
【００１２】
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前記第一の軸体及び第二の軸体の軸線方向の移動量及び前記第二の軸体の軸線周りの回
転移動量の少なくとも一方は、目盛りなどを設けて目視で測定するようにしてもよいが、
項請求項７に記載するようにこれらを検出する移動量検出手段を設けることで、一定の載
荷荷重のときの第二の軸体の沈下量や一定のせん断力のときの第二の軸体の回転移動量を
自動的に検出することが可能になる。このような移動量検出手段としては、リニアゲージ
などを挙げることができる。
なお、前記第二の検出手段は、請求項８に記載するように、前記第一の駆動手段又は第
二の駆動手段の駆動力を検出する駆動力検出手段とすることも可能である。
上記構成の本発明の原位置測定装置は、地中に打ち込まれたアンカーや架台、建設物の
壁面などの固定部に固定して使用することができるが、ショベルカーやブルドーザなどの
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建設機械や台車その他の車輌のほか、被災地や火口付近を探査する無人探査車、月や火星
などの衛星・惑星探査車などの特殊車輌にも搭載することが可能である。
【００１３】
上記構成の原位置測定装置を用いた本発明の原位置測定方法は、請求項９に記載するよ
うに、前記載荷荷重を増加又は減少させる過程で、前記載荷荷重が予め設定された値にな
ったときに、前記第二の軸体に回転力を付与して前記せん断部材に作用するせん断力を求
めるように構成してある。
また、請求項１０に記載するように、前記原位置測定装置を搬送手段に搭載し、一の測
定位置で載荷荷重とせん断力とを求めた後、前記搬送手段によって別の測定位置まで前記
原位置測定装置を移動させ、当該別の測定位置で載荷荷重とせん断力とを求める方法であ
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る。そして、請求項１２に記載するように、前記載荷荷重と載荷部材の沈下量とから変形
パラメータを求めたり、前記せん断力と前記第一の検出手段及び前記第二の検出手段の軸
荷重の差分とから強度パラメータを求めたりすることができる。
前記搬送手段としては、ショベルカーやブルドーザなどの建設車輌や台車その他の車輌
のほか、被災地や火口付近を探査する無人探査車、月や火星などの衛星・惑星探査車など
の特殊車輌であってもよい。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、車輛等に搭載して搬送が容易な小型軽量の原位置測定装置を得ること
ができる。また、載荷部材とせん断部材とを併せ持っているので、これらを交換する必要
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がなく、両者を常に地表面に接地させた状態で測定作業を行うことができるので、載荷荷
重の測定とせん断力の測定を同時に行うことが可能になる。さらに、第一の軸体を第二の
軸体に対して回転自在とすることで、第一の検出手段は軸荷重のみを検出するものであれ
ばよく、装置構成を簡素にして装置のより小型化を図ることができ、装置価格も低廉にす
ることができる。
【００１５】
このように本発明の原位置測定装置によれば、変形パラメータと強度パラメータの二つ
のパラメータをその場で同時に得ることができる。また、車輛等に搭載することで測定位
置を変えながら測定作業を行うことができるので、地盤の多点での測定を短時間で効率よ
く、かつ、正確に行うことができる。また、原位置測定を行う現地で、正確な変形パラメ
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ータや強度パラメータをただちに得ることができる。
特に、被災地や火口周辺などの無人探査、月面探査などの衛星探査や火星などの惑星探
査のように、未知の地盤で車輌を走行させる必要がある場合には、これら車輛に本発明の
原位置測定装置を搭載することで、地盤の状況を確認しながら安全に走行させることが可
能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下、本発明の好適な実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
図１は、本発明の原位置測定装置の一実施形態にかかり、その構成を説明する全体概略
図、図２（ａ）は、測定部を説明する一部を破断した斜視図、（ｂ）は、測定部の他の例
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を示す断面図、図３は図２の測定部を底面側から見た図、図４はせん断部材のグラウサの
周囲に土逃げ防止用のリング状部材を設けたせん断部材の斜視図である。
【００１７】
原位置測定装置Ｓは、地表面の載荷荷重及びせん断力を測定する測定部１と、この測定
部１に軸荷重又は回転力を付与する駆動部２と、駆動部２に駆動指令を出力し、測定部１
から入力された検出信号と移動量（沈下量）とから載荷荷重、せん断力、変形パラメータ
及び強度パラメータを求める図示しない演算部とを有する。
駆動部２は、測定部１に載荷荷重を付与する第一の駆動体としての昇降駆動体２１と、
測定部１に対して回転力を付与する第二の駆動体としての回転駆動体２２とを有している
。これら駆動体の種類は特に限定されるものではなく、油圧モータや電動モータを用いる
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ことができる。
【００１８】
昇降駆動体２１は、各種車輌のシャーシや地中に打ち込まれたアンカー、架台、建設物
の壁面などの固定部に取り付けられるベースプレート１に設けられている。ベースプレー
ト１には昇降ガイド２３が上下方向に敷設され、この昇降ガイド２３に沿って昇降するス
ライド２４にブラケット２５が取り付けられている。ブラケット２４は昇降駆動体２１の
進退する昇降ロッド２２ａに連結され、昇降駆動体２１の駆動により昇降する。回転駆動
体２２はブラケット２５に取り付けられ、回転駆動体２２の駆動によって回転する回転ロ
ッド２２ａが、測定部１の第二の軸体１２に連結されている。
【００１９】
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図２（ａ）に示すように測定部１は、円筒状の胴部１０ｂとこの胴部１０ｂの上部開口
に設けられた天板部１０ａとを有する筐体１０と、この筐体１０と同軸上に配置されて筐
体１０の天板部１０ａの上面に一端が取り付けられた第二に軸体１２と、胴部１０ｂの内
部で第二の軸体１２と同軸上に配置され、天板部１０ａの下面に上端が取り付けられた第
一の軸体１１と、第一の軸体１１と同軸上に配置されて第一の軸体１１の下端に取り付け
られた載荷部材としての内部円盤１３と、筐体１０の胴部１０ｂの下端開口の外側周縁に
張り出して設けられたせん断部材としての外部リング１６とを有している。
【００２０】
図３に示すように、地表面と接する外部リング１６の底面には、フィン状のグラウサ１
７が円周方向に均等間隔で複数（図示の例では１２個）設けられていて、原位置測定装置
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１を地表面に接地したときに、グラウサ１７が地表面に食い込むようになっている。内部
円盤１３と外部リング１６との間の隙間ｓは、内部円盤１３及び外部リング１６に載荷荷
重を付与した際に土砂の一部が隙間ｓに入り込まないように、内部円盤１３と外部リング
１６との間で回転力が伝達されない範囲内で可能な限り小さくするのが好ましい。
また、図４に示すように、外部リング１６の底面外周には、グラウサ１７，１７の間か
ら地表面の土が逃げないように抑制するリング状の土逃げ防止部材１８を設けてもよい。
【００２１】
また、第一の軸体１１には、第一の軸体１１に作用する軸線方向の載荷荷重と回転力と
を検出する第一のセンサ１４が設けられ、第二の軸体１２には、第二の軸体１２に作用す
る軸線方向の載荷荷重と回転力とを検出する第二のセンサ１５が設けられる。
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【００２２】
また、この実施形態の原位置測定装置１は、第一の軸体１１及び第二の軸体１２の軸線
方法の移動量を検出するための移動量検出手段が設けられていて、原位置測定装置１の沈
下量を計測できるようになっている。この移動量検出手段は、第一の軸体１１及び第二の
軸体１２の軸線方法の移動量を検出するものであれば移動量測定ゲージであってもよいし
、移動量を目視で測定するための目盛であってもよい。
【００２３】
次に、上記構成の原位置測定装置１の作用を、図５を参照しながら説明する。
まず、変形・強度パラメータを得ようとする地表面に原位置測定装置１を接地させる（
ＳＴＡＲＴ）。前記地表面は、原位置測定装置１を接地できる面であればよく、斜面や掘
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った穴の底面であってもよい。また、原位置測定装置１を接地させる位置は、予め位置決
めして特定された場所であってもよいし、ＧＰＳ（全世界測位システム）を用いた場合は
、原位置測定装置１の接地位置の位置情報を取得しながら以下のステップを実行すればよ
い。
【００２４】
次に昇降駆動体２１を駆動させて第二の軸体１２の軸線方向に軸荷重を付与する（ステ
ップＳ１）。この軸荷重は、第二の軸体１２から筐体１０及び第一の軸体１１に伝達され
、載荷部材としての内部円盤１３及びせん断部材としての外部リング１６が地表面を押圧
する。第二の軸体１２に作用する軸荷重は、第二のセンサ１５によって検出される（ステ
ップＳ２）。また、第一の軸体１２に作用する軸方荷重は第一のセンサ１４によって検出
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される（ステップＳ３）。第二のセンサ１５によって検出された軸荷重が、内部円盤１３
及び外部リング１６に作用する載荷荷重である（ステップＳ４）。そして、載荷荷重が予
め設定された値になったときに（ステップＳ５）、前記載荷荷重と第二の軸体１２の移動
量、すなわち外部リング１６及び内部円盤１３の沈下量とから、変形パラメータが得られ
る（ステップＳ６）。
【００２５】
また、第二のセンサ１５によって検出された第二の軸体１２の軸方向の荷重が予め設定
された一定の値に達すると（ステップＳ５）、回転駆動体が駆動して第二の軸体１２に回
転力を付与する（ステップＳ７）。この回転力は、第二の軸体１２から筐体１０を経てせ
ん断部材としての外部リング１６に伝達されるほか、第一の軸体１１を介して載荷部材と
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しての内部円盤１３にも伝達される。
【００２６】
第二の軸体１２に作用する回転力は第二のセンサ１５によって検出され（ステップＳ８
）、内部円盤１３に作用する回転力は第一の軸体１２に作用する回転力として第一のセン
サ１４によって検出される（ステップＳ９）。
従って、せん断部材としての外部リング１６に作用するせん断力は、第二のセンサ１５
が検出した回転力から第一のセンサ１４が検出した回転力を差し引くことで求めることが
できる（ステップＳ１０）。
また、このせん断力と第一の軸体１１と第二の軸体１２とに作用する軸荷重の差分とか
ら、地盤の強度パラメータを得ることができる（ステップＳ１１）。
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上記したＳ１〜Ｓ１１のステップは、所定回数の載荷荷重の検出及びせん断力の検出が
終了するまで継続される（ステップＳ１２）。
【００２７】
このように本発明では、同一の測定地点において軸荷重を変えて複数回載荷荷重及び沈
下量の検出を行い、一定の載荷荷重ごとにせん断力の検出を同時に行うことができるわけ
である。
さらに、原位置測定を行う測定位置を予め多点設定しておくか、ＧＰＳ等によって原位
置測定装置Ｓの位置情報を取得できるようにしておき、原位置測定装置Ｓを車輌等の搬送
手段に搭載することで、測定位置を変えながら多点で載荷荷重とせん断力とを求めること
が容易にできるようになる。
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【００２８】
［測定部１の他の実施形態］
図２（ｂ）に測定部の他の実施形態を断面で示す。図２（ｂ）において図２（ａ）の測
定部と同一箇所、同一部位には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
図２（ａ）の測定部１では、第一の軸体１１は天板部１０ａに取り付けられていて、第
一の軸体１１と第二の軸体１２とは一体になって回転する。
図２（ｂ）の測定部１′では、第一の軸体１１は、天板部１０ａに軸受２６を介して第
二の軸体１２に対して相対的に回転自在に設けられている。
このようにすることで、第二の軸体１２に付与された回転力は外部リング１６のみに伝
達され、内部円盤１３には伝達されないよう。そのためこの実施形態の第一のセンサ１４
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′は、第一の軸体１１に作用する軸力のみを検出するものであればよい。
【００２９】
図２（ｂ）に示す測定部１′の作用は、基本的には先の実施形態の測定部１と同じであ
るが、この実施形態の測定部１′において外部リング１６に作用するせん断力は、第二の
軸体１２に作用する回転力のみから求めることができるため、図５のステップＳ９は不要
になる。
この実施形態の測定部１′によれば、第一の軸体１１に作用する回転力を検出するセン
サが不要となるため、先の実施形態の測定部１よりも小型化することができ、装置価格を
低廉にできるという利点がある。
【００３０】
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［本発明の効果］
上記構成の本発明の原位置測定装置及び方法について、従来の方法による原位置測定と
の比較を行い、本発明の効果を検証した。その結果を図６（ａ）（ｂ）のグラフに示す。
図６（ａ）は第二の軸体１２の回転角（回転移動量）と、せん断応力との関係を示すグラ
フ、（ｂ）は載荷荷重とせん断応力との関係を示すグラフで、それぞれにおいて従来の測
定装置・方法と本願発明の測定装置・方法との試験結果を示している。このグラフからわ
かるように、本発明の原位置試験装置・方法によれば、従来と同等の正確な試験結果を得
ることができた。
【００３１】
本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明の原位置測定装置は上記構成のも
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のに限定されない。
例えば、第二の軸体１２に作用する載荷荷重と回転力とを検出する第二の検出手段は、
第二のセンサ１５に限らず、第二の軸体１２に軸荷重又は回転力を付与する駆動手段の駆
動力を検出する駆動力検出手段であってもよい。また、上記の実施形態では載荷荷重、変
形パラメータ、せん断荷重及び強度パラメータの全てを求める手順を説明しているが、本
発明の装置及び方法ではこの中のいずれか一つ又は複数を選択的に求めるようにすること
も可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
本発明は、地盤の硬さや強さに関するパラメータを求めるための原位置測定に広く適用
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が可能である。また、走行中の車輪下部に発生する垂直応力とせん断応力とから車両の駆
動力を推定するBekker‑Wong‑Reeceモデルなどのモデルにも適用が可能であり、特に月や
火星などの衛星、惑星探査における車両型移動ロボットへの適用も期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の原位置測定装置の一実施形態にかかり、その構成を説明する全体概略図
である。
【図２】（ａ）は測定部を説明する一部を破断した斜視図、（ｂ）は測定部の他の実施形
態にかかり、その断面図である。
【図３】図２の測定部を底面側から見た図である。
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【図４】せん断部材のグラウサの周囲に土逃げ防止用のリング状部材を設けたせん断部材
の斜視図である。
【図５】本発明の原位置測定装置の作用を説明するフロー図である。
【図６】本発明の効果を検証した結果を示すグラフである。
【図７】本発明の従来例にかかり、原位置測定装置（Bevameter）を説明する図で、（ａ
）は載荷プレートを用いて載荷荷重を測定する場合を示し、（ｂ）はせん断プレートを用
いてせん断力を測定する場合を示している。
【符号の説明】
【００３４】
１，１′

測定部

１０

筐体

１１

第一の軸体

１２

第二の軸体

１３

内部円盤（載荷部材）

１４，１４′

第一のセンサ

１５

第二のセンサ

１６

外部リング（せん断部材）

１７

グラウサ

２

駆動部

２０

ベースプレート

２１

昇降駆動体（第一の駆動体）

２１ａ

昇降ロッド

２２

回転駆動体（第二の駆動体）

２２ａ
２３

30

40

回転ロッド
昇降ガイド

２４

スライダ

２５

ブラケット

２６

軸受

Ｓ

原位置測定装置
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