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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】根切り・山留め工事の全期間において、掘削領
域の周辺を含めた地盤の全体的な挙動を容易にモニタリ
ングできる計測システムおよび計測方法を提供する。
【解決手段】掘削方向に長手方向を有する芯材２１を用
いて構成された山留め壁２の頭部の所定の計測点の絶対
位置を表す情報を取得する絶対位置情報取得部１１と、
前記長手方向に所定の間隔で芯材２１に取り付けられた
複数の傾斜角検知部４を用いて計測された芯材２１の傾
斜角を表す情報を傾斜角検知部４毎に取得する傾斜角情
報取得部１２と、絶対位置情報取得部１１が取得した前
記絶対位置を表す情報に基づく絶対変位を表す情報と、
傾斜角情報取得部１２が取得した前記傾斜角を表す情報
に基づく相対変位を表す情報を合わせて出力する出力部
１３とを備える計測システムである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　掘削方向に長手方向を有する芯材を用いて構成された山留め壁の頭部の所定の計測点の
絶対位置を表す情報を取得する絶対位置情報取得部と、
　前記長手方向に所定の間隔で前記芯材に取り付けられた複数の傾斜角検知部を用いて計
測された前記芯材の傾斜角を表す情報を前記傾斜角検知部毎に取得する傾斜角情報取得部
と、
　前記絶対位置情報取得部が取得した前記絶対位置を表す情報に基づく絶対変位を表す情
報と、前記傾斜角情報取得部が取得した前記傾斜角を表す情報に基づく相対変位を表す情
報を合わせて出力する出力部と
　を備える計測システム。
【請求項２】
　前記絶対位置情報取得部が、前記山留め壁近傍の他の構造物の所定の計測点の絶対位置
を表す情報を取得する
　請求項１に記載の計測システム。
【請求項３】
　前記絶対位置を表す情報が非接触で検知されたものである
　請求項１または２に記載の計測システム。
【請求項４】
　前記複数の傾斜角検知部が、前記山留め壁施工前に予め前記芯材に取り付けられている
　請求項１から３のいずれか１項に記載の計測システム。
【請求項５】
　前記複数の傾斜角検知部が、テープ状の基板上で連続的に接続されている
　請求項１から４のいずれか１項に記載の計測システム。
【請求項６】
　前記芯材がＨ型鋼であり、
　前記複数の傾斜角検知部が前記Ｈ型鋼のウェブまたはフランジに取り付けられている
　請求項５に記載の計測システム。
【請求項７】
　前記複数の傾斜角検知部を備える
　請求項１から５のいずれか１項に記載の計測システム。
【請求項８】
　掘削方向に長手方向を有する複数の芯材を用いて構成された山留め壁の頭部の所定の計
測点の絶対位置を表す情報を取得する絶対位置情報取得部と、
　前記長手方向に所定の間隔で前記芯材に取り付けられた複数の傾斜角検知部を用いて計
測された前記芯材の傾斜角を表す情報を前記傾斜角検知部毎に取得する傾斜角情報取得部
と
　を用いて、
　出力部によって、前記絶対位置情報取得部が取得した前記絶対位置を表す情報に基づく
絶対変位を表す情報と、前記傾斜角情報取得部が取得した前記傾斜角を表す情報に基づく
相対変位を表す情報を合わせて出力する
　計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計測システムおよび計測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の根切り・山留め工事の計測管理では、ピアノ線による山留め壁頭部変位の簡易計
測や、傾斜計による水平変位の深度分布の計測等を行っている。しかしながら、従来の方
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法では点・線的かつ局所的な計測データしか得られず、山留め壁の全体的な挙動を一目で
把握することは難しい。
【０００３】
　上記のような背景から、山留め壁の計測管理に対して面的な評価ができる計測手法とし
て、山留め壁の３次元計測システムが提案されている（特許文献１）。このシステムは、
山留め壁の面に複数のセンサ（変位計または傾斜計）を配置し、変位データを３次元で可
視化することを特徴とする。センサは、高価な高感度センサと安価な低感度センサを組み
合わせて配置することにより、コストを抑えて計測を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－９４４４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図９は、山留め壁の変位パターンを模式的に示す側面図である。図９（ａ）は１次根切
り後の変形例を示し、図９（ｂ）は２次根切り後の変形例を示す。また、図９（ｃ）は回
転の変形例を示し、図９（ｄ）は平行移動の変形例を示す。特許文献１に記載されている
システムを単独で運用した場合、不動点が設けられていない性質上、得られる変位データ
は山留め壁の相対変位であり、山留め壁の変形・回転は捉えられても平行移動のような挙
動を捉えることはできない。また、センサは山留め壁の面に配置、すなわち掘削後に配置
せざるを得ないことから、既に変位が生じたものに対する計測となっており、計測手法を
再検討することが望ましい。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、根切り・山留め工事の全期間におい
て、掘削領域の周辺を含めた地盤の全体的な挙動を容易にモニタリングすることができる
計測システムおよび計測方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様は、掘削方向に長手方向を有する芯材を用い
て構成された山留め壁の頭部の所定の計測点の絶対位置を表す情報を取得する絶対位置情
報取得部と、前記長手方向に所定の間隔で前記芯材に取り付けられた複数の傾斜角検知部
を用いて計測された前記芯材の傾斜角を表す情報を前記傾斜角検知部毎に取得する傾斜角
情報取得部と、前記絶対位置情報取得部が取得した前記絶対位置を表す情報に基づく絶対
変位を表す情報と、前記傾斜角情報取得部が取得した前記傾斜角を表す情報に基づく相対
変位を表す情報を合わせて出力する出力部とを備える計測システムである。
【０００８】
　また、本発明の一態様は、上記計測システムであって、前記絶対位置情報取得部が、前
記山留め壁近傍の他の構造物の所定の計測点の絶対位置を表す情報を取得する。
【０００９】
　また、本発明の一態様は、上記計測システムであって、前記絶対位置を表す情報が非接
触で検知されたものである。
【００１０】
　また、本発明の一態様は、上記計測システムであって、前記複数の傾斜角検知部が、前
記山留め壁施工前に予め前記芯材に取り付けられている。
【００１１】
　また、本発明の一態様は、上記計測システムであって、前記複数の傾斜角検知部が、テ
ープ状の基板上で連続的に接続されている。
【００１２】
　また、本発明の一態様は、上記計測システムであって、前記芯材がＨ型鋼であり、前記
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複数の傾斜角検知部が前記Ｈ型鋼のウェブまたはフランジに取り付けられている。
【００１３】
　また、本発明の一態様は、上記計測システムであって、前記複数の傾斜角検知部を備え
る。
【００１４】
　また、本発明の一態様は、掘削方向に長手方向を有する複数の芯材を用いて構成された
山留め壁の頭部の所定の計測点の絶対位置を表す情報を取得する絶対位置情報取得部と、
前記長手方向に所定の間隔で前記芯材に取り付けられた複数の傾斜角検知部を用いて計測
された前記芯材の傾斜角を表す情報を前記傾斜角検知部毎に取得する傾斜角情報取得部と
を用いて、出力部によって、前記絶対位置情報取得部が取得した前記絶対位置を表す情報
に基づく絶対変位を表す情報と、前記傾斜角情報取得部が取得した前記傾斜角を表す情報
に基づく相対変位を表す情報を合わせて出力する計測方法である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、根切り・山留め工事の全期間において、掘削領域の周辺を含めた地盤
の全体的な挙動を容易にモニタリングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る計測システムの構成例を説明するための模式図であ
る。
【図２】図１に示す山留め壁２の変位の例を模式的に示す斜視図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る計測システムの構成例を説明するための模式図であ
る。
【図４】図３に示す山留め壁２の変位の例を模式的に示す平面図である。
【図５】本発明の第３実施形態に係る計測システムの構成例を説明するための模式図であ
る。
【図６】図５に示すテープ式傾斜計４０の構成例を示す模式図である。
【図７】図６に示すテープ式傾斜計４０の芯材２１への取り付け例を示す模式図である。
【図８】山留め壁の変位の算出例を示す模式図である。
【図９】山留め壁の変位の例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００１８】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る計測システム１の構成例を説明するための模式図
である。図１に示す計測システム１は、絶対位置情報取得部１１と、傾斜角情報取得部１
２と、出力部１３を備える。絶対位置情報取得部１１は、掘削方向に長手方向を有する芯
材２１を用いて構成された山留め壁２の頭部２ａ（以下、山留め壁頭部２ａともいう）の
所定の計測点３の絶対位置を表す情報を取得する。図１に示す例において、絶対位置情報
取得部１１は、絶対位置計測部３０によって非接触で計測された山留め壁頭部２ａの所定
の計測点３の絶対位置を表す情報を取得する。傾斜角情報取得部１２は、芯材２１の長手
方向に所定の間隔で芯材２１に取り付けられた複数の傾斜角検知部４を用いて計測された
芯材２１の傾斜角を表す情報を傾斜角検知部４毎に取得する。複数の傾斜角検知部４は、
例えば、山留め壁２の施工前に予め芯材２１に取り付けられている。傾斜角検知部４は、
山留め壁２を構成する複数の芯材２１のすべてに取り付けられていてもよいし、一部に（
例えば芯材２１の所定本間隔で）取り付けられていてもよい。出力部１３は、絶対位置情
報取得部１１が取得した絶対位置を表す情報に基づく計測点３の絶対変位を表す情報と、
傾斜角情報取得部１２が取得した傾斜角を表す情報に基づく芯材２１の相対変位を表す情
報を合わせて出力する。計測システム１は、例えば、ノート型パーソナルコンピュータ等



(5) JP 2019-52467 A 2019.4.4

10

20

30

40

50

のコンピュータと、通信装置等の周辺装置との組み合わせから構成することができる。出
力部１３は、上記コンピュータの表示装置であったり、携帯端末等の他のコンピュータの
表示装置であったりする。
【００１９】
　絶対位置計測部３０は、例えばトータルステーションを用いて構成することができる。
トータルステーションは、距離を測る光波距離計と角度を測るセオドライトを組み合わせ
た測量機器である。この場合、例えば、山留め壁頭部２ａの各計測点３に反射プリズムを
固定的に設置し、不動点に設置した（または不動点を参照する）トータルステーションか
ら順次反射プリズムの計測を行う。絶対位置情報取得部１１は、トータルステーションか
ら山留め壁頭部２ａの計測点３の絶対位置を表す情報（角度と距離）を取得する。出力部
１３（あるいは絶対位置情報取得部１１）は、例えば、取得した情報（角度と距離）に基
づく座標値と、過去の計測結果に基づく座標値とを比較することで、各計測点３の絶対変
位量を計算する。
【００２０】
　あるいは、絶対位置計測部３０は、全地球航法衛星システム（ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ
　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ））を利用して位置を計測
する装置（あるいはシステム）としてもよい。この場合、絶対位置計測部３０は、例えば
、山留め壁頭部２ａの各計測点３に固定的（あるいは半固定的）に設置されたＧＮＳＳ受
信機と、ＧＮＳＳ受信機が計測した位置情報を収集して、絶対位置情報取得部１１へ送信
する端末とから構成することができる。この場合も、出力部１３（あるいは絶対位置情報
取得部１１）は、例えば、取得した情報に基づく座標値と、過去の計測結果に基づく座標
値とを比較することで、各計測点３の絶対変位量を計算する。
【００２１】
　また、各傾斜角検知部４は、例えば、３軸ＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍ
ｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）加速度センサを用いて構成することができる。各
傾斜角検知部４は、直交する３軸の重力加速度を検知し、検知結果を示す情報を出力する
。傾斜角情報取得部１２は、各傾斜角検知部４が出力した検知結果を示す情報を、芯材２
１の傾斜角を表す情報として取得する。出力部１３（あるいは傾斜角情報取得部１２）は
、３軸の重力加速度の検知結果を傾斜角に変換し、さらに傾斜角に所定の基準点からの距
離を乗じることで、水平変位量を算出する。
【００２２】
　図８は、４個の傾斜角検知部４について傾斜角と相対変位（基準線に対する変位）との
関係を模式的に示す側面図である。図８では、４個の傾斜角検知部４の位置をそれぞれ測
点Ｐ１～Ｐ４として示している。基準線は、測点Ｐ１を通る鉛直方向の直線である。θｎ

は基準線に対して測点Ｐｎと測点Ｐｎ＋１を結ぶ測線がなす傾斜角、δｎは基準線に対す
る測点Ｐｎ＋１の変位、ｌは測点間距離（各傾斜角検知部４間の距離）である（ただし、
ｎ＝１～３）。測線がｎ本のときのＰｎ＋１の変位δｎはδｎ＝ｌ×（θ１＋θ２＋…θ

ｎ－１＋θｎ）で表される。
【００２３】
　なお、傾斜角検知部４は、３軸の加速度センサに限らず、重力方向に吊るした錘や液面
と、傾いた物体との偏差を検出することで傾斜角を検知する振り子式、フロート式等の傾
斜センサを用いて構成してもよい。
【００２４】
　また、本実施形態において「山留め壁」とは、掘削に際して、根切り側面を保護したり
、土砂の崩壊や湧水を防いだり、近傍の他の構造物の安全を確保したりするための仕切り
である。山留め壁は、土留め壁等ともいわれる。山留め壁には、例えば、親杭横矢板壁、
鋼矢板壁、鋼管矢板壁、ソイルセメント固化連続壁、地中連続壁等がある。親杭横矢板壁
は、親杭（Ｈ型鋼）を所定の間隔で地中に打ち込み、親杭間（図１の間部２２）に横矢板
をはめ込んで構築された壁である。この場合、親杭が芯材である。鋼矢板壁は、複数の鋼
矢板の継手部を互いにかみ合わせることで地中に連続して構築された壁である。この場合



(6) JP 2019-52467 A 2019.4.4

10

20

30

40

50

、鋼矢板が芯材である。鋼管矢板壁は、複数の鋼管矢板の継手部を互いにかみ合わせるこ
とで地中に連続して構築された壁である。この場合、鋼管矢板が芯材である。また、図１
の間部２２は存在しない。ソイルセメント固化連続壁または地中連続壁は、芯材（Ｈ型鋼
または鉄筋かご）とコンクリート（セメントミルク）から地中に連続的に構築された壁等
である。また、「根切り」とは、基礎や地下構造物を作るため地盤面下の土砂や岩盤を掘
削することである。「芯材」とは、山留め壁の一部として耐力を分担する部材であり、例
えば、Ｈ型鋼、鋼矢板、鋼管矢板、コンクリート２次製品等である。
【００２５】
　また、「山留め壁の頭部の所定の計測点の絶対位置を表す情報」とは、当該計測点の絶
対位置を表す数値データと、絶対位置を算出する際に基準となる数値データを含む。例え
ば、所定の測地系における緯度、経度および高さで絶対位置を表す場合、計測点の絶対位
置を表す数値データは、緯度、経度および高さを表す数値データである。また、絶対位置
を算出する際に基準となる数値データは、所定の変換処理によって、緯度、経度および高
さを表す数値データに変換することができる数値データであって、絶対位置を算出する際
に計測点の位置を特定する数値データである。絶対位置を算出する際に基準となる数値デ
ータは、例えば、不動点からの（あるいは不動点を参照した）計測点までの距離と角度を
表す数値データである。
【００２６】
　また、「芯材の傾斜角を表す情報」とは、芯材２１における所定の位置（所定の点、所
定の線または所定の面）を基準として、当該芯材２１に取り付けられている各傾斜角検知
部４が検知した傾斜角を表す情報と、各傾斜角検知部４に対応する傾斜角を算出する際に
基準となる情報を含む。検知した傾斜角を表す情報は、傾斜角を表す１軸または２軸の角
度を表すデジタルまたはアナログのデータである。傾斜角を算出する際に基準となる情報
は、例えば、３軸の重力加速度を表すデジタルまたはアナログのデータである。
【００２７】
　また、「絶対変位」とは、所定の測地系における計測点の位置の時間的（経時的）な変
化、あるいは所定の不動点を基準とした計測点の位置の時間的な変化である。また、芯材
の「相対変位」とは、芯材上の所定点（所定の基準線あるい基準面）を基準とした芯材の
変形に伴う芯材上の各計測点の位置の変化（偏差）である。
【００２８】
　出力部１３は、例えば図２に示すようにして、計測点３の絶対変位ＡＤを表す情報と、
芯材２１の各傾斜角検知部４における相対変位ＲＤを表す情報を合わせて出力する。図２
は、図１に示す山留め壁２の変位の例を模式的に示す斜視図である。図２では、図１に示
すものと同一の構成に同一の符号を用いている。図２は、計測点３の絶対変位ＡＤを鎖線
の矢印で示し、各傾斜角検知部４に対応する相対変位ＲＤを実線の矢印で示す。また、施
工時（掘削前）の山留め壁２および芯材２１を鎖線で示し、変位発生時の山留め壁２を破
線で示し、変位発生時の芯材２１を実線で示している。
【００２９】
　以上のように、本実施形態の計測システム１は、絶対位置情報取得部１１と、傾斜角情
報取得部１２と、出力部１３を備える。そして、絶対位置情報取得部１１は、掘削方向に
長手方向を有する芯材２１を用いて構成された山留め壁頭部２ａの所定の計測点３の絶対
位置を表す情報を取得する。また、傾斜角情報取得部１２は、長手方向に所定の間隔で芯
材２１に取り付けられた複数の傾斜角検知部４を用いて計測された芯材２１の傾斜角を表
す情報を傾斜角検知部４毎に取得する。また、出力部１３は、絶対位置情報取得部１１が
取得した絶対位置を表す情報に基づく絶対変位を表す情報と、傾斜角情報取得部１２が取
得した傾斜角を表す情報に基づく相対変位を表す情報を合わせて出力する。よって、根切
り・山留め工事の全期間において、掘削領域の周辺を含めた地盤の全体的な挙動を容易に
モニタリングすることができる。
【００３０】
＜第２実施形態＞
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　次に、図３および図４を参照して本発明の第２実施形態に係る計測システム１ａについ
て説明する。図３は、本発明の第２実施形態に係る計測システム１ａの構成例を説明する
ための模式図である。図４は、図３に示す山留め壁２の変位の例を模式的に示す平面図で
ある。なお、図３および図４において、図１および図２に示すものと同一の構成には同一
の符号を用いている。
【００３１】
　図３に示す計測システム１ａは、データ処理装置８と、ノート型パーソナルコンピュー
タ９を備える。図３に示すデータ処理装置８は、図１に示す第１実施形態の絶対位置情報
取得部１１と傾斜角情報取得部１２に対応する。また、図３に示すノート型パーソナルコ
ンピュータ９は、図１に示す第１実施形態の出力部１３に対応する。
【００３２】
　図３に示す計測システム１ａは、山留め壁頭部２ａを対象とした水平・鉛直方向の絶対
変位の計測と、山留め壁２内に配置した傾斜角検知部４による壁面水平（面外）方向の相
対変位の計測とを組み合わせ、根切り・山留め工事における掘削領域周辺を含めた地盤の
全体的な挙動を３次元的に可視化する計測システムである。
【００３３】
　山留め壁頭部２ａを対象とした絶対変位の計測には、非接触型計測器を用いる。例えば
、山留め壁頭部２ａに反射プリズム３ａを設置し、不動点に設置した（または不動点を参
照する）トータルステーション３１から順次反射プリズム３ａの計測を行い、各点の絶対
変位量を計算する。精度が確保できるのであれば、山留め壁頭部２ａにＧＮＳＳ観測点を
設けて全地球航法衛星システムの衛星３２を利用して絶対変位を計測する手法であっても
よい。
【００３４】
　山留め壁２の相対変位は、山留め施工前に予め（あるいは施工と同時に）設置した傾斜
角検知部４を用いて計測する。傾斜角検知部４としては、傾斜計に対して安価なＭＥＭＳ
加速度センサを山留め芯材２１（Ｈ型鋼）に設置することができる。相対変位の計測は山
留め壁２の面的な挙動を捉えることを意図しており、複数の傾斜角検知部４を配置した芯
材２１を２～５本間隔で建込むことによって実現される。
【００３５】
　上記の手法で計測した山留め壁２の絶対変位データと相対変位データを組み合わせるこ
とで、掘削時に発生する山留め壁２の全体的な挙動を３次元的に把握することができる。
得られる計測結果の平面的な模式図を図４に示す。図４では、採掘前の山留め壁２を山留
め壁２－１として示し、採掘後の山留め壁２を山留め壁２－２として示す。図４に示す例
では、山留め壁２－２において、山留め壁２－１に対する平行移動である絶対変位ＡＤと
、山留め壁２－１に対する変形である相対変位ＲＤが発生している。
【００３６】
　図３に示す計測システム１ａは、計測データを無線通信によってデータ処理装置８に取
り込み、それらのデータを山留め壁２の面に対応させた表示画面９１にプロットし、変位
した山留め壁２の映像として可視化する。
【００３７】
　さらに、掘削領域の周辺に構造物５が近接する場合は、構造物５に反射プリズム３０１
ａを設置し、トータルステーション３１から順次反射プリズム３０１ａの計測を行い、各
点の絶対変位量を計算する。非接触計測器を用いて近傍の構造物５の変位を計測すること
で、山留め壁２変位による周辺への影響を定量的に評価することができる。
【００３８】
　本実施形態によれば、根切り・山留め工事の全期間において、掘削領域の周辺を含めた
地盤の全体的な挙動を容易にモニタリングすることができる。これによって、変位の原因
となる事象が捉え易くなる。すなわち、本システムは、施工時における安全確保および不
具合発生時における対策工選定の意思決定に供するものとなる。
【００３９】
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＜第３実施形態＞
　次に、図５～図７を参照して本発明の第３実施形態に係る計測システム１ｂについて説
明する。図５は、本発明の第３実施形態に係る計測システム１ｂの構成例を説明するため
の模式図である。図６は、図５に示すテープ式傾斜計４０の構成例を模式的に示す平面図
である。図７は、図６に示すテープ式傾斜計４０の芯材２１への取り付け例を示す模式図
である。なお、図５～図７において、図１および図２に示すものと同一の構成には同一の
符号を用いている。
【００４０】
　図５に示す計測システム１ｂは、図１に示す計測システム１あるいは図３に示す計測シ
ステム１ａと同様の構成を有する。この場合、図５に示す計測システム１ｂは、現場事務
所２０１に設置されている。第３実施形態では、計測システム１ｂが用いる情報を計測す
るための構成であって、芯材２１の傾斜角を計測するための構成が、第１実施形態および
第２実施形態と異なる。なお、図５では、絶対変位の計測に係る構成の図示を省略してい
る。
【００４１】
　図５に示す計測システム１ｂは、図６に示すテープ式傾斜計４０を用いて芯材２１の傾
斜角を計測する。また、計測システム１ｂは、テープ式傾斜計４０が計測したデータを送
信部１０１および受信部１０２を介して取得する。送信部１０１は、図６に示すように、
電源４０１と、データロガー４０２と、発信機４０３を備える。電源４０１は、テープ式
傾斜計４０に所定の電力を供給する。データロガー４０２は、テープ式傾斜計４０で計測
されたデータを記録したり、テープ式傾斜計４０との間で所定の制御信号を送受信したり
する。発信機４０３は、データロガー４０２に記録されたデータを受信部１０２へ送信す
る。また、受信部１０２は、発信機４０３が送信したデータを受信し、計測システム１ｂ
へ送信する。
【００４２】
　図６に示すテープ式傾斜計４０は、テープ状のフレキシブル基板４１、複数のセンサ４
２、センサ４２を電気的に接続する配線５１～５５、電極金具４３～４７、６３～６７等
によって構成されている。センサ４２は、ＭＥＭＳ３軸加速度センサとＣＰＵ（中央処理
装置）を搭載している。信号の伝送には、例えば、複数のセンサ４２を芋づる式に１本の
ケーブルに接続して計測する通信規格（１－ＷＩＲＥ（登録商標）、ＳＤＩ（シリアルデ
ジタルインタフェース）など）を使用する。センサ４２は、第１実施形態および第２実施
形態における傾斜角検知部４に対応する構成である。すなわち、テープ式傾斜計４０では
、傾斜角検知部４に対応する構成であるセンサ４２がテープ状の基板上で連続的に接続さ
れている。
【００４３】
　テープ式傾斜計４０では、一個のセンサ４２を有するユニット４ａが複数・連続的に結
合しており、センサ４２は例えば、数十ｃｍ間隔で配列されている。また、センサ４２に
は識別ＩＤ（識別符号）が振られている。水平変位量の測定は、センサ４２によって直交
する３軸の重力加速度変化を検出し、これを傾斜角に変換し、さらに傾斜角に距離を乗じ
て水平変位量に変換する。
【００４４】
　ユニット４ａ間を電気的に接続する電極金具６３～６７は幅方向に切断可能な構造とし
、切断されたユニット４ａ間には切断箇所から配線可能な電極が形成される。電源はテー
プ端（フレキシブル基板４１端）の電極金具４３および４４から供給し、計測データはテ
ープ端の電極金具４５～４７とデータロガー４０２とを接続することで収集する。
【００４５】
　傾斜データの収集は以下の手順で実施する。（１）データロガー４０２側からＩＤを指
定して計測要求を出す。（２）ＩＤに対応したセンサ４２のみが応答し、計測データを送
信する。（３）データロガー４０２がデータを解釈し、保存する。
【００４６】
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　次に、図７を参照して、テープ式傾斜計４０の芯材２１への取り付け例について説明す
る。テープ式傾斜計４０は、図７に示すように、山留め芯材２１に設置することができる
。例えば芯材２１がＨ型鋼である場合、芯材２１の長さに合わせて切断したテープ式傾斜
計４０は、接着剤等を用いてウェブ２１ａ（図７（ａ））、またはフランジ２１ｂ（図７
（ｂ））に貼り付けることができる。
【００４７】
　図５に示すように、山留め壁２に設置されたテープ式傾斜計４０が計測したデータは、
図６に示すデータロガー４０２で収集され、収集されたデータは無線通信によって現場事
務所２０１の受信部１０２へ送信され、現場事務所２０１では詳細な山留め壁変位を常時
モニタリングすることが可能となる。
【００４８】
　第３実施形態によれば、比較的安価なセンサを用いることにより、従来の傾斜計を用い
た計測に対して物的コストの低減が可能となる。また、山留め壁変位の高密度・連続デー
タを取得することが可能となり、詳細な変位分布が得られる。
【００４９】
　以上のように、本発明の各実施形態によれば、根切り・山留め工事の全期間において、
掘削領域の周辺を含めた地盤の全体的な挙動を容易にモニタリングすることができる。
【００５０】
　以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。例
えば、図１に示す計測システム１は、複数の傾斜角検知部４を構成要素として含んでいて
もよいし、絶対位置計測部３０を構成要素として含んでいてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
１、１ａ、１ｂ　計測システム
２　山留め壁
２ａ　山留め壁頭部
３　計測点
４　傾斜角検知部
５　構造物
１１　絶対位置情報取得部
１２　傾斜角情報取得部
１３　出力部
２１　芯材
４０　テープ式傾斜計
４２　センサ
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