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本地域は、福井県のほぼ中央部を流れる九頭竜川水系日野川
の両岸にまたがる越前市外２市１町におよぶ水田面積5,610haの
穀倉地帯である。この地域の農業用水は、日野川とその支流を
主水源としてきたが、用水不足を生じるため、地下水やため池、
反復利用によって補給していた。
この現状を改善するため、日野川用水（二期）事業により、

日野川の支川桝谷川に桝谷ダムを築造し、水源の確保を行うと
共に、日野川用水（一期）事業により八乙女頭首工を築造し、
国営幹線用水路及び付帯県営かんがい排水事業によって県営幹
線水路などが実施され、農業用水を受益地に安定して供給する
事ができるようになった。
また、越前市外２市２町の生活用水および越前市外１市の工

業用水を供給する、都市用水事業と日野川沿岸地域の水害を防
止する治水事業との共同事業である。
昭和58年３月事業計画が確定し、各種の協議の後、平成５年

国営幹線水路に着手し、平成６年には桝谷ダム本体工事に着手

した。２回の計画変更の後、一期事業は平成17年、二期事業は
平成18年に完了している。

桝谷ダムの諸元
流域面積　　直接流域　10.2km2

間接流域　20.3km2 (二ツ屋頭首工)
総貯水量　2,500万m3 有効貯水量　2,310万m3

型式　　中央遮水ゾーン型ロックフィルダム
堤高　　100.4m 堤長　345.85m
堤体積　340万m3

八乙女頭首工
型式　　　　　フィクスド型可動堰
最大取水量　　9.47m3/s

文　　責 ARIC情報編集委員　吉井　徳一
資料提供 日野川用水土地改良区　

桝谷ダム

二ツ屋頭首工 八乙女頭首工

日野川用水農業水利事業
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ケーソン基礎長調査状況A1橋台深度探査状況

残置鋼矢板探査状況 グラウンドアンカー探査状況（全景） コンクリート構造物のVp計測状況

オーリスⅢ・探査機器１式

橋台基礎杭長探査状況

オーリス（非破壊探査システム）を適用した調査事例

産学連携推進セミナー講演集
P.54～60

探査原理（衝撃弾性波法）
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１．はじめに

現在、社会資本は維持管理の時代を迎えており、既設
構造物の延命化を図るための適切な調査・診断技術が必
要とされている｡このような時代を背景としてオーリス
（非破壊探査システム）は、主に橋梁などのコンクリー
ト構造物、下部工、基礎杭のひび割れ・損傷調査及び構
造物の地中部の形状・寸法、基礎杭の長さ調査等を目的
に開発した非破壊探査システムである。
探査方法は、対象構造物に受信センサーを取り付け、

鋼製のハンドハンマーで構造物を軽打して、ひび割れや
構造物端面で反射する弾性波の反射波を受信センサーで
検知して行う。最近では、橋梁等のコンクリート構造物
以外で防災を目的とした岩盤斜面の内部亀裂の調査やの
り面に施工されたグラウンドアンカーの健全性調査等に
も適用を拡げている。現在380余件の調査実績がある｡
本報では、非破壊探査システム（オーリス）の技術概要
及び実際の調査で適用された12の調査事例について紹介
する。

２．オーリス（非破壊探査システム）の技術
概要

（１）技術概要

本技術は、コンクリート非破壊試験法や物理探査法と
して知られている弾性波法に分類される技術である。探
査原理は、コンクリート等を伝播する弾性波がひび割れ
や構造物端面で反射する原理を利用した方法である。オ
ーリスⅢ・探査機器１式を（図－１）に示す。本体の重
量は約６kg、大きさはA4サイズと軽量・コンパクトな
システムである。現在、オーリスは本体ハード及び計測
ソフトの改良により第三世代のオーリスⅢとなってい
る。探査能力は初期型から格段に向上している。探査原
理を（図－２）に示す。打撃ハンマーによる打撃によっ
て衝撃弾性波を発生させて行う。高周波数成分をより多
く発生させるために高硬度の鋼製ハンマーを使用する。
弾性波は対象物に固有の弾性波速度で伝播し、構造物端
部や亀裂位置で反射を生じる。探査では受信センサーと
オーリスⅢユニット、ノートPCを用いて打撃した瞬間

から弾性波が伝播・反射してセンサー位置へ帰って来る
までの伝播時間を精度よく計測する。伝播時間は弾性波
が構造物端部や亀裂位置を１往復する伝播時間となる。
この探査原理によって、計測した伝播時間から所定の弾
性波速度を用いて、構造物の端部Lや亀裂の深度位置
L１を求めることができる。１）、２）、３）、４）

（２）技術の特徴

本法で使用する受信センサー及びシステムは一般的に
衝撃弾性波法やインティグリティー試験で使用されるセ
ンサー及びシステムとはその周波数特性、計測性能に違
いがあり、高周波数範囲の反射波を確率良く受信できる
機能に特徴がある。また、センサーで検知された波形信
号はオーリスⅢユニットのフィルター機能によって瞬時
に信号処理され、特定周波数範囲の反射波を選択、検出
することができる。この機能によって、端部やひび割れ
で反射する特定の周波数範囲から概ねのひび割れの程度
（幅）を推定することができる。
尚、端部やひび割れの深度位置は対象の深度に対し

て±５%程度の誤差が生じる。

産学連携推進セミナー
講演集

オーリス（非破壊探査システム）を適用した
調査事例

坂本　浩之
青木あすなろ建設株式会社　技術営業本部　企画エンジニアリング第ニ部

（図－１）オーリスⅢ・探査機器１式



（３）IT試験（従来法）とオーリスの探査波形比較

非破壊試験による基礎杭の長さやひび割れ等を調査す
る技術として従来法ではIT試験（インティグリティー試
験の略称）といわれる方法がある。モデル杭（RC杭 L=

５m）を用いて杭長の探査実験を行い、IT試験とオーリ
スとの探査波形を比較した。その結果を（図－３）に示
す。
オーリスでは杭先端部からの反射波が明瞭であること

がわかる。これは、オーリスの特長である高周波数範囲
の反射波を選択検知できるシステムの特長による。

３．オーリス（非破壊探査システム）を適用
した調査事例

現在までオーリスを適用し実施された380余件の調査
事例の中から12の調査事例について述べる。各調査対象
物における調査目的に対する本法の適用性及び有効性に
ついてご理解頂ければ幸いである。

（１）事例１　パイルベント橋脚の杭長調査

①　調査目的：下水道推進管計画路線上にある杭の長
さ調査（図－４）。

②　調査結果：杭先端反射波が検知され、L=14mと推
定された（図－５）。

（２）事例２　橋台の基礎杭長調査

①　調査目的：下水道推進管計画路線上にある杭の長
さ調査（図－６）。

②　調査結果：杭先端反射波が検知され、L=14mと推
定された（図－７）。

（図－６）橋台基礎杭長探査状況

（図－２）探査原理（衝撃弾性波法）

（図－３）IT試験（従来法）とオーリスの探査波形比較

（図－４）パイルベント杭長探査状況

（図－５）波形図例
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（３）事例３　橋脚・橋台の深度調査

①　調査目的：耐震補強設計のための基礎深度調査
（図－８）、（図－９）。

②　調査結果：基礎下端面の反射波が検知され、P2

橋脚H=10.2m、A1橋台H=10.5mと推定された
（図－10）。

（４）事例４　ケーソン基礎長調査

①　調査目的：耐震補強設計のためのケーソン基礎深
度調査（図－11）。

②　調査結果：ケーソン先端の反射波が検知され、
H=4mと推定された（図－12）。

（５）事例５　共同溝の基礎杭健全性調査

①　調査目的：共同溝の沈下対策検討のための杭の健
全性調査（PHC杭φ700、L=63m）（図－13）。

②　調査結果：杭長L=63m、及び損傷（ひび割れ）有
り、深度位置L=29ｍと推定された。杭長は設計
長に相当することが確認された（図－14）。

　　橋台躯体下端部位置の反射波 
　　　　　橋台基礎杭下端部位置の反射波 

+0.03V

-0.03V

0ms 8.2ms

（図－７）波形図例

（図－８）P2橋脚深度探査状況

（図－９）A1橋台深度探査状況

（図－10）波形図例

　　　橋脚ケーソン下端部位置の反射波 

+0.1V

-0.1V

0ms 4.1ms

（図－11）ケーソン基礎長調査状況

（図－12）波形図例

（図－13）共同溝の基礎杭健全性探査状況



（６）事例６　樋門の木杭調査（撤去工事に伴う）

①　調査目的：木杭Vp実測・長さ確認（図－15）。
②　調査結果：木杭の先端反射波が検知され、伝搬速
度Vp=4330m/sec、杭長L=6.7mと推定され、引き
抜き後L=6.5mと確認された（図－16）、（図－
17）。

（７）事例７　桟橋の鋼管杭長調査

①　調査目的：改修計画に伴う鋼管杭長調査（図－
18）。

②　調査結果：鋼管杭長L=23.8mと推定された。施工
記録によるとL=24.6mと確認された（誤差率-3%）
（図－19）、（図－20）。

（８）事例８　支障物・鋼矢板長調査

①　調査目的：シールド路線の鋼矢板長調査（図－
21）。

②　調査結果：鋼矢板長L=7.5mと推定され、支障と
なったので引き抜き撤去された（図－22）、
（図－23）。

 　　　損傷位置の反射波　　  　 下端部位置の反射波　　 

+4.0V

-４.0V

0ms 50.0ms

（図－14）波形図例

（図－15）樋門の木杭調査状況

（図－16）Vp計測波形及び結果

（図－17）波形図例

（図－18）鋼管杭長探査状況（エプロン上より実施）

（図－19）標準断面

鋼管杭先端部 

（図－20）波形図例
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（９）事例９　グラウンドアンカー長調査

①　調査目的：施工済みののり面グラウンドアンカー
長の出来形確認調査（図－24）、（図－25）。

②　調査結果：全てのアンカー推定長はタイプ別
（L=7.5m、9.0m）の設計長に相当することが確認
できた（図－26）。

（10）事例10 建築基礎杭の健全性調査

①　調査目的：地震により液状化の発生した敷地内に
ある共同住宅の建築基礎杭（P H C杭φ4 5 0、
L=45m）の健全性調査（図－27）。

②　調査結果：杭先端部から明瞭な反射波を検知する
ことができ、ひび割れによる反射波は検出されな
かった。杭頭部付近の破断や杭中間部の損傷は無
く健全であると判断された。杭頭部付近は掘り出
し視察によって健全であることが確認された
（図－28）。

（図－22）残置鋼矢板とシールド断面及び探査位置図

（図－21）残置鋼矢板探査状況

（図－23）波形図例

（図－24）グラウンドアンカー探査状況（全景）

（図－25）グラウンドアンカー探査状況（近景）

アンカー先端部 

（図－26）波形図例



（11）事例11 コンクリート構造物劣化調査（Vp計測）

①　調査目的：凍害等によるコンクリート構造物の劣
化程度を弾性波法の透過法で伝搬速度Vpを実測
しその値を用いて定量的に評価する（図－29）。

②　調査結果：コンクリート表面の目視による劣化状
態と伝搬速度Vpには相関が見られ、コンクリー
ト内部の劣化傾向を把握することができた（図－
30）、（図－31）、（図－32）。

（12）事例12 岩盤の亀裂調査（クライミング探査）

①　調査目的：ダムサイトにある岩盤斜面の安定性を
検討するために行った岩盤内部の亀裂調査（図－
33）、（図－34）。

②　調査結果：岩盤内部の開口亀裂と密着性亀裂の区
分およびその深度位置を推定することができた
（図－35）。

（図－27）建築基礎杭の健全性調査状況

+2.0V

-2.0V
0ms 50.0ms

ＰＨＣ杭先端部　L=45ｍ 

（図－28）波形図例

（図－29）コンクリート構造物のVp計測状況

（図－30）波形図例（透過法）

ハンマ-起振 

側面 
側面 

計測・記録装置 

オーリスⅢ（非破壊探査システム） 

コンクリート構造物（ピア等） 

正面 

発信側センサ　CH1

受信側センサ　CH2

弾性波伝播 

（図－31）弾性波法・透過法イメージ
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（図－32）伝搬速度Vp計測結果例
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４．おわりに

オーリス（非破壊探査システム）の技術概要と実際に
適用された12の調査事例についてご紹介させていただい
た。
社会資本メンテナンスの時代、農業農村整備事業に係

る構造物の維持管理のための点検・診断技術の一つとし
て、本報が参考になれば幸いである。
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（図－33）クライミングによる探査作業状況

岩盤内部亀裂による反射波 

（図－35）波形図例

（図－34）岩盤内部の亀裂探査状況
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