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1.  まえがき

コンクリートテスタ（CTS02）は，新しい原理
に基づきコンクリートの圧縮強度を非破壊で測定
する技術であり，実用化されて既に５年経過した。
この間に様々な知見が得られ，これらを反映する
形で改良型のコンクリートテスタCTS02V4（巻末
広告参照）を開発した。コンクリートテスタは，
ハンマで打撃してコンクリートの圧縮強度を推定
するという基本的な機能においては，今日広く普
及しているリバウンドハンマに類似するが，その
基本原理，理論的背景には大きな隔たりがある。
本報文では，コンクリートテスタの測定原理と理
論的背景を，リバウンドハンマと比較して説明す
るとともに，新しいコンクリートテスタの特徴と
用途などについて概説する。

2. リバウンドハンマとコンクリートテス
タの測定原理からの考察

2. 1　技術を支えるインフラ技術

本論に入る前に，リバウンドハンマが発明され
た 1940年代と，今日の技術的な背景の違いに着目
してみたい。技術開発は，その時代のインフラ技
術に依存しているからである。リバウンドハンマ
は，機械式の測定装置であり，反発度をハンマが
反発した距離で計測することを特徴としている。
今日の技術では，ハンマの衝突直前の速度と反発
直後の速度を必要な精度で測定することはそれほ
ど困難ではないが，リバウンドハンマが開発され

た当時には，そのような高速現象を高精度で計測
する技術的背景は無かった。つまり，仮に反発係
数でコンクリートの強度を推定するという測定原
理が妥当であるとしても，それを実現化するため
の技術，また現象を確認するための測定技術が無
かったわけである。このため，反発係数をハンマ
のストローク比，反発度という概念に変え，当時
の技術で測定可能な事象として計測する方法が用
いられたものと思われる。
更に，センサー技術には大きな差があり，トラ

ンジスタが実用化されていない 1940年代では，今
日の水晶あるいはセラミック式の加速度計は無く，
ハンマリングに伴う衝撃的な加速度や速度を計測
することはおおよそ不可能であった。また，リバ
ウンドハンマのように，ハンマがプランジャーに
衝突する時に発生する打撃力，またプランジャー
内の波動現象が解析出来るようになるのは早くと
も1980年以降である。 

2. 2　技術の基本原理

コンクリートテスタとリバウンドハンマには，
基本的な違いがある。その第一は，あまり注目さ
れていないが，打撃力の発生機構である。リバウ
ンドハンマでは，ハンマでプランジャーと呼ばれ
る棒を打撃して打撃力を発生させ，その打撃力が
プランジャーを伝搬，コンクリート表面に伝達さ
れる。これに対し，コンクリートテスタでは，直
接ハンマでコンクリート表面を打撃する。簡単に
言えば，直接打撃（コンクリートテスタ）するか
間接的に打撃（リバウンドハンマ）するかの違い
であるが，そこには大きな違いがある。
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図－ 1　直接打撃と間接打撃

2. 2. 1　リバウンドハンマの打撃力とリバウンド

リバウンドハンマは，コンクリート表面に塑性
変形を生じさせることを前提とした技術であるか
ら，最近は，非破壊ではなく「微破壊」検査技術
という新しいカテゴリで呼ばれることが多くなっ
た 1）． JIS2）に規定された打撃エネルギーとハンマ
質量から推定されるハンマの衝突速度（V）はおお
よそ 3.47 m/s である。この速度で剛体が直接的に
コンクリート表面に衝突した場合に発生する最大
応力は，音響インピーダンス（ρc）と衝突速度の積
であるから，

  σ = ρc V 　                         　 （1）

である。また，音響インピーダンスは，密度と
弾性波速度の積である。コンクリートの密度を
2,300 kg/m3，縦弾性波速度 4,000 m/s とすると，
計算される応力は，約 32 N/mm2 である。１軸圧
縮応力と打撃によって生じる衝撃応力を同一視す
ることは出来ないが，リバウンドハンマでは，お
およそ 30 N/mm2 位のコンクリート表面に塑性変
形を生じさせる能力が規定されているということ
になる。逆に言えば，これ以上の強いコンクリー
トでは塑性変形を生じさせることができない可能
性があることを示唆している。コンクリート表面
の塑性変形に起因する打撃エネルギーの損失によ
って反発度が低下することを測定原理としている
とすれば，リバウンドハンマの測定限界圧縮強度
は，意外に低いことになる。
上記は，直接打撃の場合であるが，リバウンド

ハンマは，プランジャーを介して間接的にコンク
リート表面を打撃するという機構を持っている。

この場合，実際に発生する打撃力を計算するため
には，ハンマやプランジャーの断面積，形状など
の詳細条件を考慮する必要がある。計算を簡略化
するため，ハンマ断面積がプランジャー断面積の
3倍あり，ハンマとプランジャーが同材質の鋼で
あると仮定する。プランジャー中に発生する最大
速度（波動現象の運動速度）は，

Vp＝
1

―――
1＋ η

V                         （2）

として与えられる。ここで， ηは，ハンマとプラ
ンジャーの機械インピーダンス比（同一材料とす
れば断面積比，この場合 0.33）であり，計算され
るプランジャー内の運動速度は2.67 m/sとなって，
直接打撃の場合よりもやや遅くなる。ただ，この
ようにハンマでプランジャーを打撃する場合，発生
する最大打撃力は，ハンマとプランジャーの衝突
で決定されており，プランジャーは，その力をコン
クリートに伝達する役割を持っているに過ぎない。 
図－ 2は，波動理論 3）によって計算した打撃力

の時間波形である。計算では，プランジャー先端
がコンクリート表面のバネによって支持されてい
るとしている。また，この時のバネ係数 Kは，リ
バウンドハンマによるコンクリート強度測定の基
本原理を勘案し，

K＝2 πRHB                              （3）

としている。ここで， HBはコンクリート表面
のブリネル硬度であり，谷口の研究 4）を基に
200 N/mm2（圧縮強度約 38 N/mm2），R は，プラ
ンジャー先端球の半径であり，JIS2）規格を参考に
25 mmとしている。図に見られるように，発生す
る打撃力の最大値はおおよそ 20 kNであるが，コ
ンクリート表面のバネが弱いため，コンクリー
トとの接触面での反射波（時刻 40 ～ 50 μs）は，
26 kNの引っ張り波となっており，この条件では，
プランジャーにハンマを押し戻す力は発生しない
ことになる。つまり，波動理論から考察した場合，
コンクリート表面のバネ係数が式（3）で計算され
るような塑性特性に起因するバネ性状のみの場合，
発生する反力が小さ過ぎてハンマの反発が生じな
いことになる。



● ●　ストックマネジメント　●

40 JAGREE 81. 2011・5 41JAGREE 81. 2011・5

図－ 2　波動計算によって得られた打撃力波形（塑

性バネ）

図－ 3　波動計算によって得られた打撃力波形（弾

性バネ）

図－ 3は，コンクリートのバネ係数を図－ 2の
場合の 400倍に設定したときの力波形である。図
－ 2との比較から明らかなように，打撃力がプラ
ンジャー先端に達するまでの波形（約 40 μs）まで
は，両者とも同じ波形であるが，40 μs 以降は異な
る。コンクリートのバネ係数が大きいと，プラン
ジャーには，圧縮力を持つ反射波が発生し，図－
3の事例ではプランジャー内の波動によってハン
マが押し戻される，つまり，反発する可能性が認
められる。
図－4は，図－ 2，3の波動計算を元に，コンク

リート表面の弾性バネ係数と反発係数の関係を求
めたものである。反発係数は，時刻 40 μs までの
力積と，その後の 40 μs の力積の比で表しており，
必ずしも理論的に正確な反発係数を意味するもの
ではない。図－ 4から明らかなように，コンクリ
ート表面のバネ係数が大きくなると，反発係数も
大きくなる傾向を示しているが，バネ係数がある
一定以上になると，反発係数が収束する傾向が認
められる。この解析結果から，リバウンドハンマ

は基本的には，コンクリート表面のバネ係数の指
標値を測定する装置であると考えることも可能で
ある。また，反発係数が図－ 4のように収束する
ことは，強度の高いコンクリートでは，反発度か
ら強度を推定するときに誤差が大きくなる可能性
を示唆するものであり，リバウンドハンマの適用
限界には注意が必要と思われる。

図－ 4　波動計算によって得られたバネ係数と反発

係数の関係

2. 2. 2　 コンクリートテスタ

一方，コンクリートテスタは，その基本原理に
おいて，直接コンクリート表面のバネ係数を測定
する方法を用いている。コンクリートテスタでは，
直接ハンマでコンクリート表面を打撃するため，
発生する打撃応力は，コンクリートの音響インピ
ーダンスと比例する。式（1）から，

  ρc＝
σ
― 
V

                                （4）

が得られる。しかし，コンクリート表面の応力を
直接測定することはできないので，ハンマ側の打
撃力を測定し，機械インピーダンスによってコン
クリート表面のバネ係数を求める方法を考える。
ハンマがコンクリート表面に衝突するときの速度
を V0 ，ハンマの質量をMとすると，ハンマの持
つ運動エネルギーは，

EH＝
1
―
2

MV0
2                           （5）

であり，一方コンクリート表面でのひずみエネル
ギーの最大値は，コンクリート表面のバネ係数を
K ，最大変位量を Dmax とすると，

EC＝
1
―
2

KD 2
max                         （6）
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である。エネルギー釣り合いから，両者のエネル
ギーは等しく，したがって

MV0
2 ＝ KD 2

max ＝
F 2max―――

K
           （7）

が得られる。なお，フックの法則から，F＝ KD

である。式（7）を整理すると，

K＝
1
―
M 
 F 2max―――V0

2                        （8）

となり，打撃力の最大値 Fmax とハンマの打撃速度
が測定されれば，コンクリート表面のバネ係数を
計測することができる。コンクリートテスタでは，
打撃力の最大値と速度を，

Fmax ＝ MAmax                                         （9）
VR＝∫

T

∞
A（ t）dt

として算出している。ここで，Aは，加速度を意
味し，maxは最大値を示す添字である。なお，式
（9）において速度を VRとしているが，これはコン
クリートテスタの特徴の一つであり，反発側の初
速度を求めることによって，コンクリート表面の
塑性変形に起因するエネルギーロスの影響を回避
している。Tは，打撃力（加速度）波形が最大値
になる時刻であり，またこの時刻ではコンクリー
ト表面の変位が最大となり，ハンマの運動は一旦
停止する。ハンマがコンクリートを弾性変形させ
ている過程（アクティブ側）でのバネ係数を求め，
反発側のバネ係数と比較すると，コンクリート表
面の劣化（塑性化）の度合いを知ることができる
ようになる。これがコンクリートテスタの第２の
特徴である。

2. 3　バネ係数から圧縮強度の推定

基本原理からの考察で明らかになったように，
リバウンドハンマでは結果的に，コンクリートテ
スタでは測定原理としてコンクリート表面のバネ
係数を求めていることになる。次の課題は，コン
クリート表面のバネ係数から，どのような原理，
あるいは考え方によってコンクリートの圧縮強度
を推定できるか，である。つまり，バネ係数はあ
くまでもコンクリート表面の弾性的性質であって，
圧縮強度のような破壊時，すなわち塑性域の特性

とは異なっているからである。
図－ 5 4）は，この問題を解く鍵を提供するもの

である。円柱供試体の圧縮強度試験時の応力－ひ
ずみ曲線を測定し，そこからコンクリートのひず
みと見掛けの弾性係数（割線勾配）の関係を求め
たものである。この図から，①コンクリート強度
に関わらず，破壊時の最大許容ひずみ量（ε）が
2000 ～ 2500 μストレインの範囲にあること，②
弾性係数は，歪み依存性を持つが，高強度コンク
リートほどその依存性が小さくなる傾向を示すこ
とが分かる。これらの特性を利用し，弾性係数か
らコンクリートの圧縮強度を推定する手法が得ら
れる。 
もし，コンクリート表面の弾性係数からコンク

リートの縦弾性係数が求められるとすれば，圧縮
応力は，

σU＝ εE                                       （10）

として推定される。実際の計測では，縦弾性係数

⎩
―
⎨
―
⎧

図－ 5　コンクリートのひずみと見掛けの弾性係数

図－ 6  200 μストレイン時の弾性係数と圧縮強度
の関係

（
N
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m
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ではなく，コンクリート表面のバネ係数が得られ
るので，コンクリートテスタの場合，

σU＝ aK （11）

リバウンドハンマでは，バネ係数と反発度が直線
関係とならないので，

σU＝ bf（R） （12）
となる。ここで， a，bは比例係数， Rは，反発度で
ある。この場合の誤差は，許容ひずみ量の設定値
の誤差に相当し，おおよそ±11 %である。しかし
ながら，図－ 5からわかるように，コンクリート
の見掛けの弾性係数のひずみ依存性は，低強度コ
ンクリートほど大きく，そのための補正が必要と
なる。実際，200 μストレイン時の見掛けの弾性
係数と圧縮強度の関係は，図－ 6のようになって
おり，おおよそ，弾性係数の 2乗に比例して圧縮
強度が大きくなる傾向を示す。

3. ハンマ質量の効果

CTS02V4では，従来 190 gであったハンマ質量
を 380 gとした。この結果，図－ 7に示すように，
波形の継続時間が 1.4 倍長くなっている。これは，
ハンマ質量が大きくなったことによって，コンク
リート表面のバネ係数とハンマ質量で構成される
振動系の周波数が低下したことを意味している。
単純なバネ－質量系の固有振動数は，

f＝
1
――
2π
 

K
―
M
                            （13）

であり，質量が 2倍となると，周波数は 0.71 倍，
周期は 1.4 倍となる。波形の継続時間が 1.4 倍にな
ることは，この事実を反映しており，またハンマ
質量に関わらずコンクリート表面のバネ係数は同
じであることがわかる。これは，ハンマ質量を２
倍にしているものの，ハンマ先端球面の半径を同
じにしているからである。共振周波数が低いこと
は，信号処理時に波形を平滑化出来ることを意味
し，これによって，測定値の安定性を改善するこ
とができる。
図－ 8は，農業用水路の気水境界域で測定した

機械インピーダンス値の変動係数を示すものであ

る。横軸は，同一点での打撃回数を示しているが，
打撃回数が多いほど平均値，標準偏差とも安定し，
変動係数も小さくなる。また，図から明らかなよ
うに，ハンマ質量が190 gと 380 gとでは変動係数
に大きな隔たりがあり，380 gハンマの変動係数は
190 gハンマの約 60 %に低減する。これは，劣化
したコンクリートを対象として測定する場合，ハ
ンマ質量が大きいほど，安定した値が得られ，測
定値を得るための試行回数が少なくて済むことを
意味している。

図－ 7 　打撃力波形

図－ 8 　ハンマ質量と測定値の変動係数

4. まとめ

リバウンドハンマの打撃機構を波動論の視点か
ら解析し，リバウンドハンマの反発度は，実際的
には，コンクリート表面のバネ係数を間接的に測
定しているものであろうことを検証した。つまり，
コンクリート表面のバネ係数から圧縮強度を推定
しようとする手法は，基本的にはコンクリートテ
スタと同じということになる。ただし，解析結果
から考察すると，打撃力発生機構の違いがコンク
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リートの圧縮強度推定への適用性，精度へ大きな
影響を及ぼしているように思われる。すなわち，
間接打撃方式を用いているリバウンドハンマでは，
打撃力に制限があるため高強度コンクリートへの
適用性に難点があり，また，反発度とコンクリー
ト表面の弾性係数が正比例関係にないことから，
圧縮強度推定精度に検討の余地が残ることになる。
この点，直接打撃方法を用いているコンクリート
テスタでは，コンクリート表面の弾性係数を高精
度で測定でき，また打撃力がコンクリート強度に
応じて変化することから，高強度コンクリートに
も適用できるという特長がある。また，ハンマ質
量を 2倍としたことによって測定値が飛躍的に安
定し，特に表面が劣化したコンクリートであって
も少ない試行回数で，コンクリートの残存強度を
測定することが可能となるものと考える。
現在，コンクリートテスタは，日本，米国及び

韓国で約 300台が使われているに過ぎないが，今
回の改良によって，測定値の安定性，正確性及び
精度が大きく改善されており，技術の発展と普及
に強い期待を寄せているところである。
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