基礎工2021年5月号、住品協だより第21号（2021.7）、日経コンストラクション2021.8.9号

掲載広告

液 状化 調 査を低コスト・短 時 間に
液状化ポテンシャル
サウンディング

PDC

Piezo Drive Cone

［ピエゾドライブコーン］

国土交通省推薦
新技術

NETIS
認定

TH-100032-VE

制約の多い現場でも
適用が可能

低コスト/短時間

現地調査

3日

室内土質
試験
液状化判定
スケジュール

7日

PDC

クリーン

従来法

コンパクト

液状化判定スケジュールを大幅に短縮

10日

1日に短縮！
！
なし！
！
1日に短縮！
！

日頃からご好評をいただいており
ますPDCが、このたびNETIS登録
においてVE評価（活用効果評価済
み技術）に昇格しました。

PDCコンソーシアム会員企業 アキュテック
（株）（
/ 株）アサノ大成基礎エンジニアリング/
（株）エイト日本技術開発/川崎地質
（株）/基礎地盤コンサルタンツ
（株）（
/ 株）キタック/興亜開発
（株）/
（株）/サンコーコンサルタント
（株）
（
/ 株）
シーウェイエンジニアリング/ジオテックコンサルタンツ
（株）/（有）地盤調査システム/
（株）
ズコーシャ/
（株）
ソイル・ブレーン/（株）
ダイヤコンサルタント/
五洋建設
千葉エンジニアリング
（株）
/中央開発
（株）
/中部地質
（株）/東亜建設工業
（株）
/（株）
東京ソイルリサーチ/（株）東建ジオテック/東北ボーリング
（株）/長崎テクノ
（株）
/（株）
日さく/日本地研
（株）
/（株）FACE/
（株）復建技術コンサルタント/復建調査設計（株）/（株）不動テトラ/（株）ホクコク地水/明治コンサルタント（株）/若築建設（株）/幹事会社：応用地質（株）/ 関連会社：応用計測サービス（株）

「PDCコンソーシアム」は「ピエゾドライブコーンによる液状化調査」を提供する企業の集まりです
［PDCコンソーシアム事務局］ 〒331-8688 さいたま市北区土呂町2丁目61番5号

www.pdc-cons.jp

調 査 のお問い 合わせは P D Cコンソ−シアムまで

PDCコンソーシアム

積算資料公表価格版2021年10月号【軟弱地盤・液状化対策】特集「地盤対策100の技術一覧」掲載広告
地盤対策100の技術一覧

地中障害物撤去

ヒロワークKmighty工法
独自開発の特殊フレキシブルケーシングとオーガー掘削モーターによる回
転力に高圧ウォータージェットを併用させることで、現場に打ち込まれた
既存杭と地盤との摩擦を解放し、既存杭を超低振動・超低騒音で引き抜く
全長引抜き工法である。

●競合技術に対する優位性
地下水や砂礫の多い場合は水の代わりに専用気泡材を噴射することで摩擦
を低減させ、桟橋や橋梁など既存杭が斜めに打ち込まれている場合でも安
全に引抜きが可能となる装置も開発し、
多くの撤去工事に採用されている。

構造物修復

すいへいくん
本製品は、一度に複数のジャッキを用いて沈下等を起こした建物や構造物
のレベルの修正作業を安全かつ確実に行う、超多点ジャッキ自動運転管理
システムである。

●競合技術に対する優位性
建物不陸寸法に応じて最大32台の各ジャッキ伸長速度を自動調整しながら
基礎ごとジャッキアップし、建物内部に変状を与えることなく、安全かつ
ミリ単位の調整をしながら構造物を修復することができる。

軟弱地盤調査・解析

●競合技術に対する優位性
従来技術（ボーリング調査）と比較して、液状化評価を行うための費用・
期間が大幅に削減できるだけでなく、原位置調査時の搬出入の手間、機動
力、操作性も格段に優れている。

配管用RI密度計 PIRICA
配管内を流れる流体・スラリーなどの密度を連続的に測定する計器であ
る。計測ソフトに固形分の比重を入力しておくことで、測定値（密度）を
濃度、W/C（水セメント比）、単位水量に換算することができる。

●競合技術に対する優位性
従来なら対象となる試料を採取し、容積が既知の容器に詰めて質量を測定
する方法や泥水比重計などの簡易測定器を用いるため手間がかかるが、
PIRICAによる密度測定は試料採取が不要で、かつ連続的な測定データが
得られる。

施工管理

NETIS登録番号
（旧）KT-120066-A

詳細は特集P48へ
構造物修復工法研究会
（太洋基礎工業㈱内）
TEL:03-3298-3344
FAX:03-5753-1293
https://www.shufuku.jp/

ピエゾドライブコーン（PDC）
地盤の液状化強度を、原位置試験（サウンディング試験）のみで評価を可
能とした地盤調査技術。従来のボーリングによる液状化調査で行われてい
た室内土質試験が不要となるため、迅速・簡単・経済的に地盤の液状化危
険度を評価することができる。

施工管理

地中埋設物撤去技術協会
（太洋基礎工業㈱内）
TEL:03-3763-8951
FAX:03-5753-1292
https://www.hiro-work.com/

PDCコンソーシアム
TEL:048-652-0651
FAX:048-652-3950
https://www.pdc-coms.jp
NETIS登録番号
（旧）TH-100032ｰVE

詳細は特集P64へ
ソイルアンドロック
エンジニアリング
（株）
TEL:06-6331-6031
FAX:06-6331-6243
http://www.soilandrock.co.jp/

簡易支持力試験機「エレフット」
構造物の構築時に地盤の支持力を、その場で短時間に確認できる技術。平
板載荷試験のミニチュア版と称され、試験機に人が座り加圧し、得られた
データをPCに入力すれば判定を助けてくれてその場で結果が得られる。

ランデックス工業
（株）
TEL:087-802-8888
FAX:087-802-8887

●競合技術に対する優位性
請負者が掘削時に、20ｍ毎の確認、段差や不安箇所も追加確認を行う。さ
らに雨天時や地下水の変位、地形的影響などを考慮し地盤の総合的判断を
行う。また、この判断はエレフット取扱い講習者（修了証発行）が行う。
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NETIS登録番号
（旧）SK-070010-VG
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建設総合ポータルサイト「けんせつPlaza（web）」2020.12〜掲載中広告
お問い合わせ / プライバシーポリシー / サイトマップ

建築資材、⼟⽊資材をはじめとした建設資材、機材、設備、⼯法等のデータを収録し、スピーディな検索を実現した建設総合ポータルサイト

資料請求カート

キーワードを⼊⼒
ホーム

建設資材データベース

電⼦カタログ資料館

積算資料公表価格版
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市況・価格推移

労務需給アンケート

ピエゾドライブコーン（PDC）| PDCコンソーシアム

地質調査｜液状化ポテンシャルサウンディング ピエゾドライブコーン（PDC）| PDCコ
ンソーシアム

NETIS登録番号︓TH-100032-VE

橋梁は⽇本の経
済のみならず、
国⺠⽣活の豊か
さや安全・安⼼
を⽀...

PDCによる測定状況

PDC試験装置の概略

概要

2011（平成2
3）年3⽉11⽇
午後2時46分，
三陸沖約13...

Y"

「ピエゾドライブコーン（PDC︓Piezo Drive Cone）」は、地盤の液状化強度を、原位置試験（サウンディング試
験）のみで評価を可能とした地盤調査技術。従来のボーリングによる液状化調査で⾏われていた室内⼟質試験が不要
となるため、迅速・簡単・経済的に地盤の液状化ポテンシャル（液状化しやすさ）を評価することができる。

特⻑

73kJまでの落
⽯エネルギーに
対応可能なエネ
ルギー吸収型落
⽯...

１．効率的で経済的な調査を実現
現地調査⽇数は従来の３⽇から１⽇に短縮、さらに７⽇を要していた室内⼟質試験は不要で、液状化判定も10⽇から
１⽇になるなど、⼤幅な⼯期短縮を実現。
また、従来よりも多くの地点で調査を⾏うことによって、液状化対策範囲をより正確に絞り込めるようになるなど、
液状化対策事業全体のコスト削減も期待できる。

d$

同じ調査予算で液状化調査した場合の⽐較概念図

２．コンパクトな貫⼊装置で狭い場所でも実施可能
PDCは動的貫⼊機構を採⽤しているため、
⾼い貫⼊能⼒でありながら⾮常にコンパクト。
占有⾯積はボーリング調査の約1/3しか必要としないため、
狭い場所でも調査が可能である。

http://www.kensetsu-plaza.com/catalog/post/45106

2021/10/20

地質調査｜液状化ポテンシャルサウンディング ピエゾドライブコーン（PDC）| PDC...
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調査原理
PDCは、地盤の間隙⽔圧を動的貫⼊試験によって測定することで、原位置試験のみで地盤の液状化強度の評価を可能
とした。PDCでは、貫⼊抵抗値Nd値（換算N値）だけでなく、「打撃時に発⽣する残留間隙⽔圧」から「残留間隙⽔
圧⽐と細粒分含有率Fcの関係」をもとに１打撃ごとの細粒分含有率Fcを推定し、これらパラメーターから液状化強度を
評価する。

共通資材 (124)
鋼材・⾮鉄⾦属資材・ス
クラップ (9)
セメント・⽣コン・⾻
材・砕⽯ (14)
型枠・⽊材 (12)
⽯油関連資材 (1)

適⽤事例

仮設関連資材 (66)
各種賃貸料⾦ (4)

１．空港滑⾛路での事例
舗装の撤去・復旧も含め、１地点（17ｍ）の液状化調査を
１夜間（23時〜翌朝５時）で完了。

塗料・⽯油関連資材 (7)
補強・補修材 (11)
⼟⽊資材 (144)
道路・橋梁・トンネル資

]#
材 (53)
［現場条件］
・滑⾛路供⽤中につき、作業は夜間
・ 朝６時に供⽤再開のため、５時までに完全撤去すること
・舗装の撤去・復旧を⾏うこと
・緊急時には撤去可能なこと

上下⽔道資材 (28)
港湾・河川資材 (5)
⼀般⼟⽊資材 (36)
公園資材 (20)
肥料・農薬 (2)
建築資材 (26)
外構資材 (6)
躯体・仕上げ関連資材 (2
0)
電気設備資材 (16)
電線・ケーブル・配線・

２．河川上での事例
河川堤防横断⽅向の地盤モデル設定のため、河川内に仮設した⽔上⾜場でPDCを実施。
[現場条件]
・河川上（⽔上）で⾏うこと
・ 可能なかぎり簡易的かつ⼩規模な仮設で⾏うこと
・迅速に調査を⾏うこと

管路材 (10)
外線・接地材 (1)
配線器具・照明設備資材
(5)
機械設備資材 (12)
配管材 (8)
保温・保冷材・給排⽔衛
⽣設備資材 (3)
消⽕・空調設備資材・浄
化槽 (1)
各種料⾦他 (41)
環境・災害対策資材 (25)
測定・診断機器 (5)
医療・福祉⽤器材 (2)
体育・教育関連資材 (4)
建設機械・⼯具 (4)
⼟⽊⼯事 (297)

ピエゾドライブコーン(PDC) の資料請求はこちらから

⼟⼯ (7)
共通⼯ (102)
基礎⼯ (14)
仮設⼯ (22)
河川海岸 (5)
砂防⼯ (3)
舗装⼯ (14)
道路維持修繕⼯ (55)

ＰＤＣコンソーシアム
TEL ︓ 048-652-0651
FAX ︓ 048-652-3950
https://www.pdc-cons.jp/

>>このメーカーの詳細情報・製品⼀覧を⾒る

トンネル⼯ (3)
橋梁上部⼯ (12)
推進⼯ (2)
上下⽔道⼯ (15)

<< 商品詳細に戻る

コンクリート⼯ (14)
付属施設 (18)

タグ: 建設資材・⼯法年鑑2021

同じカテゴリの電⼦カタログ
検査・診断機器｜AI橋梁診断⽀援システム Dr.Bridge®｜株式会社⽇本海コンサルタント

構造物調査｜AIや三次元点群モデルを活⽤した港湾施設の定期点検⽀援技術｜三信建材⼯業株式会社

シールド (3)
機械設備 (4)
道路除雪⼯ (3)
建築⼯事 (28)
仕上げ関連⼯事 (7)
解体・改修、その他⼯事
(14)
機械設備⼯事 (1)
仮設・⼟⼯事 (2)

http://www.kensetsu-plaza.com/catalog/post/45106
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基礎工2021年11月号

掲載広告（NETIS登録終了に伴い記載削除）

液 状化 調 査を低コスト・短 時 間に
液状化ポテンシャル
サウンディング

PDC

Piezo Drive Cone

［ピエゾドライブコーン］

制約の多い現場でも
適用が可能

低コスト/短時間

現地調査

3日

室内土質
試験
液状化判定
スケジュール

7日

PDC

クリーン

従来法

コンパクト

液状化判定スケジュールを大幅に短縮

10日

1日に短縮！
！
なし！
！
1日に短縮！
！

当調査方法は、
台湾版NETISの【CETES】にも
登録されています。
登録番号：108C001

PDCコンソーシアム会員企業 アキュテック
（株）（
/ 株）アサノ大成基礎エンジニアリング/
（株）エイト日本技術開発/川崎地質
（株）/基礎地盤コンサルタンツ
（株）（
/ 株）キタック/興亜開発
（株）/
（株）/サンコーコンサルタント
（株）
（
/ 株）
シーウェイエンジニアリング/ジオテックコンサルタンツ
（株）/（有）地盤調査システム/
（株）
ズコーシャ/
（株）
ソイル・ブレーン/（株）
ダイヤコンサルタント/
五洋建設
千葉エンジニアリング
（株）
/中央開発
（株）
/中部地質
（株）/東亜建設工業
（株）
/（株）
東京ソイルリサーチ/（株）東建ジオテック/東北ボーリング
（株）/長崎テクノ
（株）
/（株）
日さく/日本地研
（株）
/（株）FACE/
（株）復建技術コンサルタント/復建調査設計（株）/（株）不動テトラ/（株）ホクコク地水/明治コンサルタント（株）/若築建設（株）/幹事会社：応用地質（株）/ 関連会社：応用計測サービス（株）

「PDCコンソーシアム」は「ピエゾドライブコーンによる液状化調査」を提供する企業の集まりです
［PDCコンソーシアム事務局］ 〒331-8688 さいたま市北区土呂町2丁目61番5号

www.pdc-cons.jp

調 査 のお問い 合わせは P D Cコンソ−シアムまで

PDCコンソーシアム

R3.11.24-25開催「先端建設・防災・減災技術フェアin熊本2021」技術資料掲載広告
液状化ポテンシャルサウンディング

ピエゾドライブコーン（ＰＤＣ）

要

100
100

するため、室内土質試験を実施せずに本試験だけで液状化
抵抗率 FL が評価できます。
本試験を行うことで、従来のボーリングによる液状化調査
よりも、迅速に、簡単に、経済的に地盤の液状化しやすさを

地盤材料の工学的分類
地
盤材料の工学的分類
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比と細粒分含有率 FC の関係」から細粒分含有率 FC を推定
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シルト

と、打撃時に発生する間隙水圧を測定し、「残留間隙水圧

(%)

PDC）は、地盤の硬さを表す貫入抵抗値 Nd 値(換算 N 値)
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液状化ポテンシャルサウンディング（ピエゾドライブコーン：
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キーワード：調査・サウンディング・液状化・間隙水圧
室内試験から求めた細粒分含有率
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調査計測 ・ 修復修正 ・ 地盤対策 ・ その他
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10
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残留間隙水圧比と細粒分含有率 FC の関係

判定することができます。
調査方法
本試験では、主に貫入装置（ミニラム／ラムサウンディング）、ロッド・先端
コーン（間隙水圧計内蔵）、データ収録装置を使用します。貫入装置で所
定の重さ※1 の重錘を所定の高さ※2 から自由落下させ、ロッド・先端コーンが
20cm 貫入するのに要す

◆：標準貫入試験＋室内土質試験
○：PDC
0

貫入抵抗 Nd, N

10 20 30 40 50
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る打撃回数 Ndm を測定し
ます。これと同時に、打
撃貫入時に地盤内で発
生 する間 隙水 圧 応答 と

深度 (ｍ)

貫入量を 1 打撃毎に測
定し、データ収録装置に
自動収録します。これを
所定の試験深度まで連
図-3

図-2

PDC による調査事例

PDC 試験装置の概要

続的に実施します。
【※1，※2 ミニラムの場合、
重さ 30kg、高さ 35cm】

適応範囲
・地下水が浅く分布する地盤で、調査深度は 10ｍ～20ｍまで有効（地盤状況により異なる）
・特に、沖積低地に広がる軟弱な互層地盤などの不均質な地盤調査に有効
・液状化対策工等で、対策前・対策後における地盤状態の変化を確認するための調査に有効
問合せ先

ＰＤＣコンソーシアム
※ＰＤＣコンソーシアムはピエゾドライブコーンによる液状化調査を提供する企業の集まりです。

【事務局】 応用地質（株）技術本部

〒331-8688 埼玉県さいたま市北区土呂町 2-61-5

TEL.048(652)0651

☆技術情報、加盟企業一覧、展示会出展予定等は http://www.pdc-cons.jp/ へアクセス！
☆NETIS：旧 TH-100032-VE(2020 年度末で登録期間満了) ☆台湾版 NETIS：CETES にも登録！
☆国土交通省において地盤改良工事の品質確認方法の一つにＰＤＣを採択！適用範囲が更に広く！

地盤改良の確認にもお使い頂けます！
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地質調査

PDCコンソーシアム

液状化ポテンシャルサウンディング

ピエゾドライブコーン（PDC）

〒331-8688 さいたま市北区土呂町2-61-5
TEL 048-652-0651 FAX 048-652-3950
URL https://www.pdc-cons.jp/
［資料請求先］事務局（応用地質㈱

応用地質㈱内

技術本部）
（TEL.048-652-0651）

NETIS登録番号：
（旧）TH-100032-VE

先端コーン

PDCによる測定状況

概

要

調査原理

「ピエゾドライブコーン（PDC：Piezo Drive Cone）」は、
地盤の液状化強度を、原位置試験（サウンディング試験）の
みで評価を可能とした地盤調査技術。従来のボーリングによ
る液状化調査で行われていた室内土質試験が不要となるた
め、迅速・簡単・経済的に地盤の液状化ポテンシャル（液状
化しやすさ）を評価することができる。

特

従来技術（ボーリングによる調査）

PDCによる調査

調査精度に比例した詳細な
対策範囲の設定
適正な対策規模

同じ調査予算で液状化調査した場合の比較概念図

２．コンパクトな貫入装置で狭い場所でも実施可能
PDCは 動 的 貫 入 機 構 を 採 用
しているため、高い貫入能力
でありながら非常にコンパク
ト。占有面積はボーリング調
査の約1/3しか必要としない
ため、狭い場所でも調査が可
能である。

211115_PDCコンソーシアム.indd 1

残留間隙水圧比と
細粒分含有率Fcの関係

PDCによる調査事例

適用事例
１．空港滑走路での事例
舗装の撤去・復旧も含め、１地点（17ｍ）の液状化調査を
１夜間（23時～翌朝５時）で完了。

ボーリング
PDC

安全側の対策規模

PDCは、地盤の間隙水圧を動的貫入試験によって測定す
ることで、原位置試験のみで地盤の液状化強度の評価を可能
とした。PDCでは、貫入抵抗値Nd値（換算N値）だけでなく、
「打撃時に発生する残留間隙水圧」から「残留間隙水圧比と細
粒分含有率Fcの関係」をもとに１打撃ごとの細粒分含有率Fc
を推定し、これらパラメーターから液状化強度を評価する。

長

１．効率的で経済的な調査を実現
現地調査日数は従来の３日から１日に短縮、さらに７日を
要していた室内土質試験は不要で、液状化判定も10日から
１日になるなど、大幅な工期短縮を実現。
また、従来よりも多くの地点で調査を行うことによって、
液状化対策範囲をより正確に絞り込めるようになるなど、
液状化対策事業全体のコスト削減も期待できる。

調査精度に比例した対策範囲の設定

PDC試験装置の概略

［現場条件］
・滑走路供用中につき、作業は夜間
・朝６時に供用再開のため、５時までに完全
撤去すること
・舗装の撤去・復旧を行うこと
・緊急時には撤去可能なこと

２．河川上での事例
河川堤防横断方向の地盤モデル設定のため、河川内に仮設
した水上足場でPDCを実施。
[現場条件]
・河川上（水上）で行うこと
・可能なかぎり簡易的かつ小
規模な仮設で行うこと
・迅速に調査を行うこと
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NETIS登録番号︓(旧)TH-100032-VE

⾼度経済成⻑期
以降に整備され
た道路橋、トン
ネル、河川、下
⽔道...

PDCによる測定状況

PDC試験装置の概略

概要
「ピエゾドライブコーン（PDC︓Piezo Drive Cone）」は、地盤の液状化強度を、原位置試験（サウンディング試
験）のみで評価を可能とした地盤調査技術。従来のボーリングによる液状化調査で⾏われていた室内⼟質試験が不要
となるため、迅速・簡単・経済的に地盤の液状化ポテンシャル（液状化しやすさ）を評価することができる。

特⻑
１．効率的で経済的な調査を実現
現地調査⽇数は従来の３⽇から１⽇に短縮、さらに７⽇を要していた室内⼟質試験は不要で、液状化判定も10⽇から
１⽇になるなど、⼤幅な⼯期短縮を実現。
また、従来よりも多くの地点で調査を⾏うことによって、液状化対策範囲をより正確に絞り込めるようになるなど、
液状化対策事業全体のコスト削減も期待できる。

北欧という圏域
まずは気の赴く
ままに，北欧か
ら始めよう。
「北欧...

阿部興業株式会
社(本社︓東京
都新宿区、代表
取締役社⻑︓阿
部清...
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同じ調査予算で液状化調査した場合の⽐較概念図

２．コンパクトな貫⼊装置で狭い場所でも実施可能
PDCは動的貫⼊機構を採⽤しているため、
⾼い貫⼊能⼒でありながら⾮常にコンパクト。
占有⾯積はボーリング調査の約1/3しか必要としないため、
狭い場所でも調査が可能である。

http://www.kensetsu-plaza.com/catalog/post/45106
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調査原理
PDCは、地盤の間隙⽔圧を動的貫⼊試験によって測定することで、原位置試験のみで地盤の液状化強度の評価を可能
とした。PDCでは、貫⼊抵抗値Nd値（換算N値）だけでなく、「打撃時に発⽣する残留間隙⽔圧」から「残留間隙⽔
圧⽐と細粒分含有率Fcの関係」をもとに１打撃ごとの細粒分含有率Fcを推定し、これらパラメーターから液状化強度を
評価する。
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１．空港滑⾛路での事例
舗装の撤去・復旧も含め、１地点（17ｍ）の液状化調査を
１夜間（23時〜翌朝５時）で完了。
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・滑⾛路供⽤中につき、作業は夜間
・朝６時に供⽤再開のため、５時までに完全撤去すること
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２．河川上での事例
河川堤防横断⽅向の地盤モデル設定のため、河川内に仮設した⽔上⾜場でPDCを実施。
[現場条件]
・河川上（⽔上）で⾏うこと
・ 可能なかぎり簡易的かつ⼩規模な仮設で⾏うこと
・迅速に調査を⾏うこと
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