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東海大学紀要海洋学部第16号 139-151頁 (1983)

超音波反射法を利用した貫入量測定装置の開発*

梅原智夫・坂本淳彦**・賀谷彰夫***・土屋 明

Development of Soil PenetTation Depth Detector Applying 

UltTasonic Pulse Re:fl.ection Method 

Tomoo UMEHARA， Atsuhiko SAKAMOTO， Akio KAYA and Akira TSUCHIYA 

Abstract 

The penetration depth detector using ultrasonic pu1se reflection method was deve10ped 

in order to measure remote1y at rea1-time the penetration depth of corn and core into soiL 

The penetration depth can b巴 measuredfrom acoustic propagation time between the top 

part of the equipment and the movab1e flame which support the core barreL 

However， in this measurement， acoustic mu1tip1e path， scattering and absorpting by sus司

pended particIe and change of sound ve10city which varing by physica1 factors of sea water 

must be taken into consideration_ Therefore， this detector was designed and manufactured 

under foIIowing condition ; 

1. Use of transducers having optimum frequency and directivity ang1e. 

2. Automatic correction of ultrasonic transmission 10ss. 

3. Automatic correction of sound ve10city which change by water temperature and 

sa1inity. 

The performance test of this detector was carried out in 1aboratory tank which was 

五IIedwith city running water or turbid sea water. 

Consequently， the resuIts of experiments show that new deve10ped penetration depth 

detector can be app1ied to the measurement of depth of soil in situ. Whi1e this detector 

has an expected accuracy of土1cm in penetration depth within 0 to 300 cm. 

1.はじめに

近年，土木技術の進歩に伴い，沿岸海域を利用した海中構築物の建設・整備などが頻繁に行われ

るようになった.それらの作業(建設〉にあたり，まず沿岸の大水深(数十mから数百m)におけ

る海底の軟弱地盤などの力学的特性(地盤強度など〉を詳細に測定する必要に迫られている.中村

ら (1980)は現場でコーンの歪から地盤強度を測定し，同時にコアーにより柱状試料の採取可能な
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現位置試験機の開発を行っている.この試験機は海底に設置(着座〉されたのち，電動モータが駆

動しコーンおよびコアーを海底地盤中にゆっくり挿入させるもので，このモータは陸上あるいは船

上から有線で遠隔操作される.このような装置ではコーンおよびコアーの貫入量を求めることがで

きない.そこで貫入量をリアルタイムで把握できれば，地盤強度および海底堆積層の鉛直分布など

の測定・解析に好都合である.

コーンあるいはコアーの貫入量を測定するには次のような測定法がある.

(1)機械的検出法:貫入量に比例したワイヤの移動量あるいは送りねじ用ギアの回転数

を検出する方法.

1)直接法 /(2)電気的検出法:上記の変量をポテンショメータなどを用いて電気的に検出する方法.

(3)光学的検出法:(1)の方法をフォトカップラなどを用いて水中で光学的に検出する方

法.

2)間接法 音響的検出法:試験機の枠上部とコアー支持部との聞の超音波ノ勺レスの往復伝搬時

聞を求める方法.

ここで(1)の機械的方法は構造とその取り扱いが簡単であるが，測定データをリアルタイムで伝送

し遠隔表示をすることと，可動部が水中にあるためその精度に問題がある. (2)の電気的方法は水中

部でメカニカルな変量を電気的信号に変換する過程で、防水等構造的に難がある. (3)の光学的方法で

は，試験機が海底に着座した際に生じる懸濁粒子による光の散乱により，多くの場合測定が不可能

となる. 2)の音響的方法は懸濁粒子，海水の物理特性(主に水温・塩分等)，音波の伝搬空間によ

る影響が多少考えられるが，これらは補正が可能である.しかも可動部がなくセンサ等の着脱が容

易である他取り扱いが簡単である.このようなことから(1)および(3)の方法に比べ 2)の方法が有効

であることが判る.

従って本論では超音波を用いて貫入量を測定する貫入量測定器を開発することとした.まずこの

測定器の原理，測定装置の主な設計概念とその動作特性について述べる.

2.貫入量の測定原理と基本設計の要点

現位置試験機は， Fig.2-1に示すように，台座上のモータを駆動(回転)させ，この回転力を

送りネジに伝え，コアー支持部を下にゆっくり移動させて，コアーおよびコーンを海底に貫入させ

る機構である.音響によるコーンあるいはコアーの貫入量の測定原理は，この試験機のAに超音波

振動子を固定し，コアー支持部・ Bとの聞の貫入量に相当する距離・ Xを往復する超音波パルスの

伝搬時間として求めるものである.すなわち超音波ノ勺レスを下方に向けて放射する.そして，コー

ン支持部上面における反射波を振動子(受波器〉で受波する.受波器に隣接する受波増幅・検波部

でこの受波波形に伝搬損失補正を加え，ここで補正された信号を海上部の演算部に有線伝送する.

一方送受波器の近くに設置した感温夕、、イオードセンサで感知した水温情報を同じく有線で送る.海

上部でこの水温に応じた音速値をディジタル演算して，上記の伝送波形を補正した後，貫入量とし

て直接ディジタル表示する.なお，塩分補正値については使用海域を考慮して海上部の演算回路で

予じめ設定しておく.

本研究では，超音波を用いて貫入量を測定する場合，その測定精度をできるだけ向上させるため

に，装置を設計する時点で，特に次の 3点に着目して新たな検討を加えた.

1)一般的にいって現位置試験機の外枠やアームによって限定された音場では，コーンヘッド、から
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の一次反射波が外枠などからの多重反射によ

る干渉を受け，波形が不安定になる場合が考

えられる.このために伝搬時間の測定精度が

悪化する.また試験機が海底に着座すること

により，音波が懸濁粒子による散乱の影響を

受ける.従って，このような干渉が極力少な

くなるように試験機内の形状を考慮して，送

波器の共振周波数と半径を決定する方法を工

夫した.

2).1二記の干渉がなくなれば，エコーレベル

は貫入量の増加とともに伝搬損失によっての

み減衰する.また，エコーの立ち上がりの傾

きは見掛け上減衰量の増加とともに減少し，

貫入量の測定精度が低下する.そこで，この

伝搬損失(球面拡散等)に対する補正法を考

えた.

3)貫入量は音波の往復伝搬時間と音速から

求められる.その音速は，水温・塩分・圧力

に依存するので精度よく貫入量を求めるため

には，それらの補正が必要となる.しかし，

実際には数mの伝搬距離であるので，これら

のファクタのうち圧力は無視し，水温と塩分

で伝搬時聞に対する音速の補正をすることと Fig. 2-1. View of the equipment for in situ test. 
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eleclric unit 
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した.

次にこの 3点について，項目別にさらに詳しく述べる.

2-1 送波器の最適周波数と半径

円形ピストン形振動子を用いた場合，近距離音場では音源から中心軸上のある点までの距離にお

ける音圧 Pは，

IFI=pcJVll'12 sin 81 

ここで，伝子“日-x)

(2.1) 

(2.2) 

ただし，p :媒体の密度，c :音波の位相速度(音速)， V1:振動子表面における粒子速度， ..l.: 

音波の波長，a :振動子の半径である.

遠距離音場においては sin8与rra2j2..l.xとなるので， (2.1)式は，

IFI叩 C IVIl35(23〉

となる.媒体を常温の海水として (2.1)式あるいは (2.3)式により，距離Zに対する IFjpcV11を

それぞれ計算した結果が Fig.2-2である.図中の実線が (2.1)式より求めたもので，音源(x=O)

に近い音場で振動的であるが，x>x皿 !n の音場ではほぼ x-1 に比例して減少していく.また破線

は (2.3)式により求めたもので，xくXminでは (2.1)式より大きな値を示すが， X>Xmin では両

者の値は一致している.従って，x>x皿 inでは (2.1) 式は (2.3)式に近似できる.ところで，
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sin (}与O の近似は θくπ/8 ならば2%以内であるから，

音圧の誤差を2%以内におさえるには，

。

伝子〈〆存否-x)く÷
すなわち，

x>皇位21__c
-c--l示ア (2.5) 

一官一引
ka = 21T (2.4) 

となる.そこで Xminを上式の左辺に代入して右辺と等

Fig.2ー 2. Sound Pressure distribution しいとおくと， Xmln をパラメータとして半径 aと周波

on central axis of circular 数fの関係が求まる.すなわち，
piston. 

= 11L(hinMLlm(2.6〉2 l 1 ，-=W/  ' 161 J 

となる.そこで音速 c=1.5 X 105 cmjsとおき Xmln をパラメータとして， (2.6)式より求めたの

が Fig.2-3である.この図より共振周波数と半径から Z皿 !n を推定でき， また逆に X，血 !n より，

設定した測定範囲が遠距離音場になるような送波器の共振周波数と半径を選定できる.

また，振動子の指向性は多重反射に大きく影響をおよぼす.その振動子の半減角 (}Bw/2は，

ρ ・ー1(O. 71c ¥ 
玄θBw=sin-1 tヲ可~ ~n 

で与えられる.また (2.7)式を書き換えると，

a=O. 355c/1 sin ((}Bw/2) (2.8) 

となり，aは c，1および θBw/2の関数となる.前回と同様に c=1.5x 105 cm/sとおき，(}BWの

値を想定して計算した結果を Fig.2.4に示す.
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Fig. 2-4. Relationship of frequency 
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Fig. 2-6. Transmission 10ss of 

sound wave in seawater. 

Fig. 2-5. Attenuation coefficient of sound wave in seawater. 

αvls : Viscosity attenuation coe日cient.

α50' : Scattering attenuation coe伍cient.

αw : Absorption coefficient of seawater. 

α:  Tota1 attenuation coe伍cient.

さらに濁水中でこの試験機を使用するためには，その送波レベルを見積る必要がある.そこで単

位距離あたりの減衰αは，粒子によって生ずる Rayleigh散乱による減衰:品目， viscous-drag (粘

性抵抗〉による減衰:弘同および海水そのものによる吸収係数 :αwが考えられ，

α=8. 686(αw+αv15+αsct) [dB/mJ (2.9) 

で求めることができる.いっぽう，伝搬損失 TL[dBJは音波の拡散損失と減衰損失の和であり，

次式で与えられる.

TL=20 log (x/xo)+2α(X-Xo) (2. 10) 

ここでzは音波の伝搬距離，そしてぬは指標点距離(単位距離〉を表す.α は Fig.2-5に示す

ように懸濁粒子の濃度Np と周波数fに依存する.ここで示したαとfの関係が貫入量測定音場中

に適用可能であれば，(2.9)式を (2.10)式に代入することにより，距離 x[mJにおける伝搬損

失 TLを周波数fの関数として導くことができる. Fig.2-6はzをパラメータにして求めた TL

とfの関係である.

次に，ソーナ一方程式を扱う場合，TLはエコーの探知可能指数 FMと等しい値となる. この

Fβfはエコーレベルと雑音レベルの差から求められる.SL:送波レベル，NL:雑音レベル，DI:
受波器の指向性利得，DT:探知闇値とすると，

TL=FM=SLー(NL-DI+DT) (2. 11) 
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円形ピストンの場合，SL， DI， DTは

SL=171. 5+10 log Pw+10 log (2πJat/c)2 

DI=lO log (2πJaγ/C)2 

(2. 12) 

(2. 13) 

(2. 14) DT=101og S/N 

ここで，Pw:全音響出力 [W]，at:送波器の半径， ゐ:受波器の半径，S/N:受波装置の出力端

子における SN比である.

以上述べた関係より，送波器の最適周波数と振動子の半径が求められる.すなわち， Fig. 2-3と

Fig. 2-4から Fig.2-7のように最大の半径 amaxおよび最小の周波数 fmln の値が求まる.しか

回
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し，周波数が高くなると媒質中の伝搬損失は増加するので受波

のエコーレベルが減少し，探知が不可能となる.そこで，送波

器の共振周波数の最大値 fm日も制限される.この fmax を求

めるためにソーナ一方程式から TLをもとめる.まず，図示

した範囲を満足するような送波器の半径向と周波数んを想

定し，全音響出力 Pwを (2.12)式に代入すれば送波レベル

SLが求められる.そして受波器の半径めと周波数んを(2.

13)式に代入すれば，受波器の指向性利得 DIが求まる.

fmif -fmqx 次に TLに関係するソーナーパラメータは，上述したもの
Freauency 

Fig.2-7. Most suitable ∞ndition の他に，受波装置の SN比で決まる探知闇値 DTおよび音場

。ffrequency and tran- の周囲雑音レベルで定まる NLがある.ここで SN比は測定

sducer radius. により容易に求めることができる.一般に，NLは数 100kHz

オーダでは，海中の周囲雑音レベルが非常に小さい値となるので無視することができる.

このようにしてソーナ方程式から求めた伝搬損失 TLと Fig.2トー3に用いた Xminから Fig.2トー6

を用いて fmaxを求めることができる. このんaxは想定した周波数んよりも大きくなければな

らない.もし想定した五が f叫 x より大きければ， それよりも低い想定周波数で同様の計算を繰

り返し，1，血日孟faとなるようにんを選定する.

このようにして求めた fmaxを Fig.2ー7のEに示した.ここで示した実線r. IIおよび Eで

固まれた範囲が最適な共振周波数と半径である.なお，ここではコアヘッドでの反射は完全反射と

考えている.

2-2 伝搬損失の補正

受波されるエコーのベレルは距離が増加するにつれて減少する.この伝搬損失は伝搬時間の測定

精度を悪化させる原因の一つであり，これに対する補正の必要性を前述した.この伝搬損失は (2.

10)式で示したように拡散損失と減衰損失との和で求められる.しかし，ここで取り扱う程度の伝

搬距離(数m) では，周波数を数 100kHz とすると，拡散損失が約1O~15dB であるのに対し減

衰損失は 2~3dB 程度である.したがって本論では伝搬損失として球面拡散損失のみを考慮する.

貫入量に相当する音波の伝搬時聞は，厳密には送波パノレスとエコーの立ち上がり点聞の時間差で

求められる.しかし，エコーの立ち上がり点を精度よく検出することは非常に困難である.通常，

電気的に求めるためには，スレ γ シュホールド電圧以上の波形を取り扱っている.しかし，球面拡

散によりその受波信号は伝搬距離の増加とともに減少し，見掛け上の伝搬時間の遅れが発生する.

そのため，この球面拡散による減表を補正し，一定レベルで時間差の測定を行わねぽならない.拡
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散損失は， (2.1)式と (2.2)式から，

20 log I tjpcV1I =20 log I sin-ι(〆(2X)2_at2)一2XI (2. 15) 
え

で求められる.ここで， ;.:波長， at:送波器の半径， X:片道伝搬距離である. この式はある点

でピークをもち，それ以降は距離の増加に伴い減少する.そこで，前述の Xmin以降の曲線を直線

近似し，逆の傾斜をもった直流電圧をこの受波信号に掛け合わせることにより球面拡散の補正を行

うこととした.

2-3 水温・塩分の変化によ~音速の補正

一般に，濁った海水中の音速は，減衰と同様に懸濁粒子の物理諸量によって異なる値を示す. し

かし，ここで取り扱うように伝搬距離が短しそして懸渇粒子が数万未満の場合，音速は粒子を含

まない海水中の音速に近似できる.

海水中の音速は水温 :T，塩分 :Sおよび圧力 :Pに関係L， これまで WILSON(1960)， DEL 

GROSSO (1974)らにより多くの音速式が導かれている.

ここで、は，湖沼および沿岸海域の 200m以浅で、適応可能なDELGROSSO (1974)の式を用いるこ

ととした.すなわち，音速 CSTPは次のように与えられる.

CSTP=COOO+ L1CT十L1CS+L1cp+ L1CSTP (2.16) 

本研究では，この試験機を設置する最大水深を 200mとして，温度と塩分を一定とした時，圧力

が音速に及ぼす影響を求めると，その音速差は約 3mjsであり，距離差としては 1mmに相当す

る.いっぽう，温度と圧力を一定にして塩分の影響を求めると，塩分0%。と30%。ではその音速差は

30mjsであり距離差では 1cmに相当する.従って土 1cm以内の測定精度を実現するには圧力の

影響を無視することができる.よって本器を海水中で使用する場合には (2.16)式の右辺第1，2， 

3項および第5項を用い，淡水中の場合には第1項と第2項を用いて近似計算し，これに基づいて

音速補正を行えばよい.なお，本研究では実際的な塩分の補正は本節の前文で述べたように淡水と

海水とのこ段階に切り換えて行うこととした.

3.動作試験

前述した設計指針に基づいて具体的に装置を試作した.そして，その装置の基本的動作試験(水

槽実験〉を行った.

3-1 振動子の選定

2-1で述べた方法により振動子の最適周波数および半径を求めた.ここではその具体例を示す.

Fig.3-1に示した現位置試験機の外形および受波器の寸法は， X血 In=20cm，Xm口 =200cm，y= 

24 cm， ar=O. 5 cmである.

そこで， Xmax と Y の値から送波器に要求される指向角の半減全角 8BWは以下のようになる.

。Bw=2tan-1 Y jXmロ (3. 1) 

使用する超音波の周波数を 100kHzから 500kHzまでとして，その聞の特性を求めたのが Fig.

3-2である.この図で，直線Iは C=1.5x 105 cmjs， Xmln=2Xmlnの値を (2.6)式に代入して求

めたものであり，直線Eは (2.8)式により求めたものである.この直線I， TIの交点が fmlnとな
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。BW:Beam Width 

Fig. 3-1. Vertical section of forms in sound field. 
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Fig.3ー 2. Optimum condition (oblique 

line) and used transducer. 

1.00
。 Fig. 3-3. Directional characteristics of transducer. 

60。

90。

る.次に， fmin以上の周波数で直線IとEにはさまれた範囲内におさまる送波器を想定する.ここ

では aa=1.7 cm，ん=310kHzとした.そして，全音響出力 Pw=0.13W，探知闘値 DT=30dB，

周囲雑音レベル NL=132dB とした.これらの値を (2.11)式および (2.12)式に代入して得ら

れる送波レベル SL=167dB，そして受波器の指向性利得 DI=9dB となる.従って，伝搬損失

は (2.11)式より TL=14dBとなる.この値を用いて Fig.2-6から最大周波数 !max=310kHz 

を求める.図中の直線Eがこれに相当する.これら1， JI， mに固まれた斜線部分が理想的な最適周

波数および半径である.ここではとりあえず手持ちの振動子の中からこの条件に近いもの(図中・

印〉を用いて実験に供した.この振動子の指向特性を Fig.3-3に示す.図中の実線は理論値， . 

印は実測側である.

3-2 試作装置の概要

今回試作した測定装置のブロック図を Fig.3-4に示す.送信用信号波として①のようなサイン

ウェーブパケ?ト〈正弦波ノ勺レス)を用いた.受波された信号〈②〉は増幅・検波され，③に示す

ように直流成分のみとなって拡散補正回路に入力される.この回路のもう一方の入力端子には補正

用信号として， 2-2で、述べたような伝搬時間に比例した (2.15)式の逆関数となるのこぎり波(同.

図的の④〉を入力した.それらの信号を掛け算器を用いて伝搬時聞に比例した信号レベルの大きさ

によるようにした.このように球面拡散の補正を行った信号⑤は波形成形されて，⑥のようなパル

スとなる.このパルスの立上がりと送波信号の立上がりをトリガとして新たに⑦のようなパノレスに
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Fig. 3-4. a) Block diagram of detector b) Block diagram for correction of spreading. 

c) Time chart of a) and b). 

1..-，このパルス幅が伝搬時間となるようにした.しかし，厳密には Fig.3-4のc)の⑥に示したよ

うに拡散補正回路で作りだされたパルスは立上がり時間 Tの遅れを持つ.そこで，伝搬時聞を表わ

す⑦のパルスからこの遅れを電気的に差しヲlいて出力するようにした.

このようにして得られたパルスは，有線で船上部に伝送され，周波数カウンタの原理を応用した

表示部にゲート信号として入力される.

いっぽう，温度の情報は水中部で伝送ケーブル中で、減衰の少ない周波数に V-F変換された後，

有線で船上部へ伝送される.船上部でこの信号は F-V変換されて直流電圧として VCO回路に

入力される.実際には，この VCO回路で発振した周波数をカウンタで表示することになる.この

周波数は音速を温度および塩分の関数で表すと，

f(T)=すC(T)8 (3.2) 

となる.ここで，c(T)は温度の関数で表した音速である.

いっぽう，塩分の補正は (2.3)で述べたように淡水 (0%0)と海水 (32%0) の2段階に切り換

えることとし， (2.16)式より求めた値を直線近似して，上述の温度補正回路 (VCO)の発振周波

数を求めると，淡水の場合には，

j(T)s_o=1. 613T+7. 070x102 [kHz] 

海水の場合には，

(3.3) 



148 梅原智夫・坂本淳彦・賀谷彰夫・土星 明

f(T)s-32=1. 613T+7. 258x102 [kHz] 

となる.
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Fig. 3-5. Block diagram of performance test 

for spreading correction circuit. 

「一一一一一一一ーーーーーー寸

Fig. 3-6. Block diagram of measurement for penetration depth. 

こで，伝搬媒質としては，

1)淡水(水道水，水温:6. 3
0

C) 

(3.4) 

3-3 動作試験

球面拡散の補正法の有効性

を確認するために， Fig.3-5 

の下図に示す水槽に淡水を満

たし，上図のブロ y ク図のよ

うな測定システムを構成して

実験を行った.この水槽は全

長 10m，幅0.9m，高さ 0.8m

で，水槽の一端に反射板(鉄

製・厚さ 1cm)をとりつけ，

この反射板に対向させて他端

に送受波器対を設置した.こ

こでは，搬送周波数:212kHz， 

パルス幅:240μS，送波器への

電気入力振幅:1.3Vp_pの信

号を用いた.そこで送受波器

対を移動し，音波の片道伝雌

距離を 1cmごとに 300cmま

で変化させて，拡散補正回路

の入力信号と出力信号のピー

ク電圧値をそれぞれ測定した.

なお，この時の水温は測定期

間中6.1から6.2
0

Cの範囲内で

あった.

次に試作装置の総合特性を

求めるために，上記と閉じ水

槽で，次のように伝搬媒質と

測定条件を変えて動作試験を

行った (Fig.3-6参照).こ

2)濁った海水(塩分:30.5%0'水温:6. SOC， SS (0.45μmメッシュのミリポアフィルタ使用): 

15 m1/1) 

3)上記2)の海水(水温を6.8，10.7および13.3
0

Cとした場合〉

を用いた.測定値は貫入量に相当する音波の片道伝搬距離を Oから最大 300cmまで 1cm毎に変

えて，最終的にディジタル表示された値を読みとったものである.なお，海水を用いた実験には，

試料の都合上長さ 84cm，幅40cm，高さ40cmのガラス水槽を使った.
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結果および考察

4-1 拡散補正の有効性について

片道伝搬距離に対する拡散損失を (2.15)式から求めた.この理論曲線を Fig.4-1の実線で示

す.ここで・印は拡散補正回路に入力される信号のピーク電圧プロットしたものである.図の縦軸

は相対 dBである.片道伝搬距離が約 50cm以内では，エコーレベルがほぼ一定値を示している.

これは，このような短距離では信号のレベル

が闇値より非常に大きく，飽和状態になって

いるために生じたものと考えられる.これ以

上の距離では，多少バラツキがあるがほぼ理

論曲線に沿って減少している.このパラツキ

は，送波器の最適条件を考える際にサイドロ

ープの影響を考慮していないためである.い

っぽう .0印は補正回路の出力を・印で示し

たものと同様の手順で、求めたものである.拡

散補正を施す前の特性は距離とともにそのレ

ベルが減少していたが，補正処理を施すこと

により，結果的に距離Zに依存せずほぽ一定
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の値を示している.

バラツキが最終的な測定結果に与える影響の程度については後述するが，伝搬路中で拡散減表を

受けた信号はこの拡散補正回路を通ることにより，ほぽ完全に補正されていることが分かる.

4-2 淡水中における動作試験

淡水中における片道伝搬距離 Xt に対する，本測定装置によりディジタル表示された距離五を

Fig. 4-2 a)に示す.Xtの増加にともないおは直線的に増加し，両者は互いに等しい値を示し

ている.Fig. 4-2 b)は Xiに含まれている誤差を見積るために XE=Xi-Xt を求めたものであ

る.図中の破線はこの装置の許容誤差範囲 ':1:1cmの幅を示しており，要求される精度を満足して

いる.この誤差の最大値は Xtが 300cm付近で生じており +0.9cmである.この主な原因は前

述したサイドロープにより生じた外壁からの波形ゆらぎと思われる.ここで用いた受波器は，半径

0.5cmの振動子であり，この指向性の半減半角は 320
となる.従って，外壁からの多重反射を受

波する可能性が多分にある.

4-3 海水中における動作試験

海水中における動作特性ならびに温度による影響を調べた結果を Fig.4-3 a)に示す.この場合

にも淡水の場合と同様に距離おと表示値 Xiは互いに等しい値を示している.また，いずれの水

温でも Xiの指示値はおとほぼ等しい値を示した.Fig.4-3 b) は淡水の場合と同様にその誤

差を示したものである.このように濁った海水中において，水温が変化してもその誤差は土 1cm

以内にあり，要求される精度を満足している.

5.まとめ

現位置試験機に装備する貫入量測定装置を超音波反射法を利用して設計・試作した.ここでは渇

水中における超音波の伝搬損失，音速，中心軸上の音圧分布および振動子の指向性などを考慮して

補正回路を考案し，その動作試験を実施した.水槽実験の結果，この現位置試験機の最大貫入量2

mにおける測定誤差は土7mmで、あった.従ってこの超音波貫入量測定器を潟水中および水温・

塩分の変化するような海域で用いても設計時の要求精度内(:1:1 cm)でコーンおよびコアーの貫入

量を測定できる見通しがついた.なお， ここでは船上部への信号の伝送に 200mのケーブルを用

いだが，これを超音波を用いて無線伝送にすれば，繁雑なケーブル作業がなくなり現場測定が容易

になる.

ここで、は超音波の伝搬距離が短かかったのでその吸収減衰，濁水中の音速および音速の圧力依存

性などについては考慮しなかったが，本測定装置にこれらを補正する回路を付加すれば，長距離で

あってもターゲットの移動を精密に測定することも可能となる.
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