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１．はじめに 

農業用ため池は，構築から 50 年以上が経過したものが数多く残

存する。これらはその当時の技術で構築されており，最近の社会

的要求と技術レベルから見ると安全面で不十分であると判断され

る可能性がある。今後，これらを効果的かつ効率的に点検，維

持・管理，補修を行うことが求められているが，これらの中には

構築された当時の工事記録などが残っていないものも多くあり，

点検，維持・管理，補修を行う際の基礎資料を得るためには，土

質調査や試験を実施する必要がある。ここでは，ボーリング調査

に比べ迅速，かつ原位置にて力学，物理特性を把握することがで

きるラジオアイソトープコーン貫入試験（以降，RI-CPT と記す）を

ため池堤体調査に適用し，既往調査結果との比較およびその適用

性について検討した結果を報告する。 

なお，今回調査を実施した箇所は，兵庫県三木市志染町御坂地

先にある農業用ため池「御坂皿池（昭和 23 年築造）」の堤体中央部で

ある（図－1，図－2 参照）。既往調査結果によると堤体基礎地盤は，

第三紀の神戸層群を基盤岩とし，これを被覆するような形で沖積

層が分布している（粘性土を主体として砂または礫混り土が分布し

ている）。堤体を構築する盛土は，分布する沖積層の上部に形成さ

れる谷埋め盛土で，材料は主に粘性土で比較的軟弱な土質となっ

ている。 

２．RI-CPT の概要 

RI-CPT は電気式コーン貫入試験の一種であり，一般的な電気式コ

ーン貫入試験が貫入時のコーン貫入抵抗 qc，周面摩擦 fs，間隙水圧 u

の三成分のみを計測するのに対し，RI-CPT はそれらに加え RI 法を用

いて湿潤密度 ρt と含水量 ρm も計測できるのが特徴である。貫入手順

としては，1 回目に qc，fs，u に加えて，自然ガンマ線強度の計測

（BG 計測）を行い，2 回目に後方散乱型ガンマ線密度計による ρt，3

回目に散乱型中性子水分計により ρm をそれぞれ深度方向に連続的に

計測する。RI-CPT の貫入は，主に写真－1 に示すような車両質量

30kN（アンカーを併用すると最大 165kN の貫入力がある）の自走式専

用貫入車を用いるが，現場条件などによっては，ボーリングマシーン

や汚染土壌のサンプリングマシーンなどを用いて貫入を行うことも可

能である。 

RI-CPT は，礫分を多く含まない地盤を対象とし，貫入可能な地盤強度は，N 値 20 程度までである。したがって，地

震時の液状化が懸念されるような砂質土の液状化判定にも利用可能である。また，深さ方向に連続して得られた測定値

を用いての土質分類や，軟弱粘性土地盤の圧密特性の評価などを行うことも可能である。 

３．試験結果 

図－3 に RI-CPT より得られた項目についてそれぞれ深度方向の分布を示す。項目は左から含水量 ρm，乾燥密度 ρd，

湿潤密度 ρt，含水比 w，間隙比 e，飽和度 Sr，先端抵抗 qt，周面摩擦 fs，間隙水圧 u，換算 N 値，土質柱状図（図－4 に示

す Robertson らによる土質分類チャートおよび図－2 に示す位置にて実施された既往ボーリング調査より得られたもの）

写真－1  自走式専用貫入車（車両質量 30kN） 

図－1 調査位置（御坂皿池） 

図－2  調査位置（詳細） 

調査位置 
（御坂皿池） 
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●，●，●は、既往調査結果を示す。
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である。加えて図－3 中には図－2 に示す位置にて実施されたボーリング調査から得られた N 値と同調査の際に採取し

た乱れの少ない試料の土質試験結果（湿潤密度、含水比、乾燥密度（計算値），飽和度（計算値））を併記している。なお，

貫入は図－3 に示す既往土質柱状図の N 値≧20 の礫質土層にコーン先端が到達したと判断し，地表面から GL.-14.42m

にて終了した。 

図－4 に試験結果を基に作成した規準化先端抵抗 Qt と規準化周面摩擦比 Fr を用いた Robertson らによる土質分類チャ

ート 1）（以降，同土質分類チャートと記す）を示す。ただし計測した間隙水圧は，0kPa 付近の値と負圧が繰返し計測されて

おり，飽和領域と想定される層に貫入しても負圧が計測されている。これは，不飽和領域の層（堤体盛土層）に貫入した

ため，間隙水圧を計測する圧力センサの感度が悪くなったことが原因の 1 つではないかと考える。したがって，図－4

に示す同土質分類チャートの信頼性はやや低いものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ため池堤体盛土と想定される土層（地表面～約 GL.-8.0m）は，各項目をみると深度方向に所々局所的な極大値が出現し

ており，比較的均質であると考えられている堤体盛土においても材料や粒度分布の偏りなどが存在することが分かる。

それ以深の沖積粘土層（約 GL.-8.0～-13.0m）や沖積礫質土層（約 GL.-13.0m～GL.-14.42m）と想定される土層においても今

回の試験結果から判断すれば，ボーリング調査では詳細に把握することのできない粘土層に含まれる礫分の分布状況や

粘土層や礫質土層に挟在する薄い砂層などを詳細に把握することができる。また，RI-CPT より得られる N 値や各物性

値と既往調査結果を比較すると，ほぼ一致している。因みに換算 N 値は，鈴木・時松らの式 2）を用いて換算した。 

同土質分類チャートによれば，既往土質柱状図とほぼ一致しており，先に示したようにボーリング調査よりも詳細に

土質分類ができる。しかし，GL.-10.0m～GL.-12.0m の区間は，同土質分類チャートによれば「有機質土～ピート」に分類

され，既往調査結果と差違が生じている（地形などを考慮すると所々に有機物が混じっている可能性は否定できない）。

これは，同土質分類チャートが欧米の飽和した土を対象とした現場での CPT による調査結果を基に作成された経験値で

あり，これを日本国内の土に適用していることが原因ではないかと考える。今後は，日本国内の土に見合うよう，同土

質分類チャートの妥当性の検討および一部修正を行っていくことが課題として挙げられる 3）。それには，RI-CPT により

得られる密度や含水比を活用するのも有効な手段の 1 つに成り得るのではないかと考える。 

４．まとめと今後の課題 

RI-CPT によるため池堤防調査は，既往調査結果とほぼ一致し，加えて，ボーリング調査では詳細に把握することが困

難である盛土材料の分布状況などを詳細に把握することができた。RI-CPT は，ボーリング調査に比べ，迅速性に優れ，

条件によっては調査コストを大幅に縮減することが可能であると考える。点検，維持・管理，補修を含む社会資本整備

は，トレードオフの関係にある「コスト縮減」と「事業のスピードアップ」の両立が求められている。この観点に立つと，

RI-CPT は有用な調査手段の 1 つであると考える。今後は，他のため池堤防においてもボーリング調査などと比較検証を

行い，RI-CPT の信頼性や優位性を実証していく必要があると考える。 

５．おわりに 

調査の実施，とりまとめにあたり兵庫県北播磨県民局 加古川流域土地改良事務所 所長 坊垣昌明様をはじめ，関係各

位にご指導，ご協力頂いた。また，京都大学 教授 村上章先生，岡山大学大学院 教授 西村伸一先生他の先生方には現

場までご足労頂いた。ここに記して謝意を表す。 
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図－3  試験結果（RI-CPT） 図－4  Robertson らによる土質分類チャート 
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