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要旨：山岳トンネル，ダムおよび PC 橋梁の各工種で用いるコンクリートを対象とし，若材齢において打球探

査法による弾性係数の測定と供試体の圧縮強度試験を行い，これらの関係から打球探査法による強度推定手

法の妥当性を検証した。その結果，各工種で打球探査法による弾性係数と圧縮強度の値に高い相関が得られ，

実構造物に打球探査法を適用することによって，高い精度の強度推定が可能なことを確認した。また，使用

材料や配合，強度レベルの異なるコンクリートに適用できる汎用性の高い強度推定式を示した。 
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1. はじめに 

 一般的に用いられるコンクリート強度推定手法とし

て，テストハンマーによる強度推定法がある。日本工

業規格の JIS A 1155：2012「コンクリートの反発度の

測定方法」に記載されている試験方法は，リバウンド

ハンマーによって 25～50mm 間隔の 9 点の反発度を測

定する方法として規定されている。得られた反発度よ

り，打撃方向の角度の違いやコンクリートの含水状態

に応じた補正を行い，コンクリートの推定強度として

換算するものである。この手法の課題として，圧縮強

度が 10～70N/mm2の範囲を対象としているため，それ

よりも低強度となる若材齢のコンクリートの測定に適

用できないことが挙げられる。若材齢時の強度推定手

法として，低強度測定用の P 型 1），PT 型 2）シュミット

ハンマーが存在するが，適用事例が少なく，精度が明

らかでないことや，測定面が垂直または水平でなけれ

ばならないという制約を受けるなどの課題がある。 

 最近では，非破壊による強度推定手法として弾性波

速度からコンクリート強度を推定する手法 3）などが提

案されている。著者らは岩質材料の強度を，原位置に

おいて迅速かつ簡便に推定できる手法として広く用い

られる打球探査法を，コンクリートに適用することを

検討している 4）。 

本報告では，この打球探査法を，山岳トンネルの覆

工コンクリート，ダムコンクリートおよび PC 橋梁コ

ンクリートの若材齢時における強度推定手法として適

用することについて検討した結果を示す。 

 

2. 打球探査法の概要 

 打球探査法は，前述のように，岩の力学的特性を把

握する手法 5）として，広く使用されており，その装置

は，写真－１に示すとおり，タブレット型パソコンお

よびφ50mm の金属製の球形ハンマで構成される。ハ

ンマ中央部には加速度計が取り付けられており，垂直

および平面に関係なく対象物を打撃した際に得られる

加速度応答波形からハンマと対象物の接触時間を算出

し，Hertz の理論式（式（１））6)によって弾性係数（以

下，打球弾性係数と称す）を算出するものである。コ

ンクリートの強度推定については，打球弾性係数と圧

縮強度の関係から予め検量線を求めることにより，対

象構造物の打球弾性係数の測定結果から圧縮強度を推

定することができる。 
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 （１）  

T：接触時間 a：無次元係数 

ν：ポアソン比 

E：弾性係数（添字 H：ハンマー，添字 R：岩） 

m：ハンマー質量 r：ハンマー半径 

V0：打撃速度 
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a) 打球探査装置       b) 打撃状況 

写真－１ 打球探査装置 

50mm
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3. 覆工コンクリートへの適用性検討 

3.1 覆工コンクリートを対象とした検討の概要 

 山岳トンネルの覆工コンクリートは，通常，打設完

了から約 18 時間程度で脱型する場合が多く，その構造

成立性については，事前のフレーム解析で確認し，脱

型に必要な強度を 1.0～1.5N/mm2 程度としていること

が多い。しかし，外気温が低い冬期では，18 時間で脱

型に必要な強度が発現しない場合があり，脱型の際に

コンクリート表層部が型枠に付着する肌離れが生じる

ことや，ひび割れの原因となる変形が生じることがあ

る。そこで，より合理的に脱型時期を管理する方法と

して，若材齢の 1.0～5.0N/mm2 程度の強度領域を推定

でき，かつ覆工コンクリートの曲面でも測定できる方

法として打球探査法の適用性を検討した。 

3.2 トンネル覆工コンクリートを対象とした打球探査

法による強度推定式の算出および検証 

 試験室で打球弾性係数の測定と供試体の圧縮強度試

験および静弾性係数試験を行い，本手法の適用性を確

認するとともに，強度推定式となる検量線を求めた。

また，室内試験と同様の材料・配合のコンクリートを

適用している実構造物のトンネルに本手法を適用し，

実際の圧縮強度と比較することによって検証を行った。 

(1) 室内試験概要 

 検討対象とした実際のトンネルの使用材料および配

合をそれぞれ表－１および表－２に示す。同表に示す

配合記号については，セメント種類の高炉セメント B

種を BB，骨材種類を砕砂・砕石，スランプ 21cm を

21 と表し，「BB-砕砂・砕石-21」のように示している。 

 打球探査法および圧縮強度試験用の供試体として，

コンクリートが若材齢の時点でも脱型が可能な鋼製型

枠を用いてφ100mm×200mm の円柱供試体を作製し

た。養生については，温度 20±3℃，60％RH の環境で

行い，トンネル覆工コンクリートの打込みから脱型ま

での時間を想定した 14 時間，16 時間，18 時間，20 時

間，24 時間および 36 時間に達した時点で脱型して打

球探査法の測定および圧縮強度試験を実施した。打球

探査法の測定では，供試体の底面を 10 点測定し，測定

値の偏差が±20％の範囲外となるデータを棄却して再

測定を行い，10 点の平均値として示した。圧縮強度試

験および静弾性係数試験については，それぞれ JIS A 

1108 および JIS A 1149 に従って実施した。ここで，静

弾性係数は，静的破壊強度の 1/3 の応力点とひずみ度

が 50×10-6 の時の応力点とを結んだ直線の勾配で表さ

れる割線弾性係数を用いた。 

(2) 室内試験結果および強度推定式の算出 

 図－１に圧縮強度と静弾性係数の関係を示す。これ

らの関係については，圧縮強度の 0.45～0.50 乗が静弾

性係数と比例するとの報告があるが 7）8），トンネル覆

工コンクリートの若材齢における圧縮強度の範囲では

一次式による再現性が高いことが確認された。 

図－２に静弾性係数と打球弾性係数の関係を示す。

同図より，これらの測定結果には，一次式で表される

相関が認められた。 

 以上の図－１および図－２の相関性を踏まえると，

表－２ 覆工コンクリートの配合 

配合記号 

粗骨材の

最大寸法 

（mm） 

ｽﾗﾝﾌﾟ 

（ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ） 

（cm） 

空気量 

（％） 

W/C
(％)

s/a 
(％)

単位量（kg/m3） 

W C S G Ad 

BB-砕砂・砕石-21 25 21.0±2.5（35～50） 4.5±1.5 51.5 50.0 175 330 890 890 3.85 

図－２ 静弾性係数と打球弾性係数 図－１ 圧縮強度と静弾性係数 図－３ 打球弾性係数と圧縮強度 

強度推定式 

表－１ 使用材料 

使用材料 記号 摘要 

セメント C 高炉セメント B 種，密度：3.04g/㎝ 3 

細骨材 S 
砕砂，表乾密度：2.63g/㎝ 3，吸水率：1.26%，

粗粒率：2.77 

粗骨材 G 
砕石 2505，表乾密度：2.63g/㎝ 3，実績率：

62.9％，吸水率：1.44%，粗粒率：7.01 

混和剤 Ad
ポリカルボン酸エーテル系化合物と増粘

性高分子化合物の複合体 
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打球弾性係数と圧縮強度の間には相関があると考えら

れ，打球弾性係数の測定値を基に圧縮強度を推定する

手法は妥当と考えられる。 

 図－３に打球弾性係数と圧縮強度の関係を示す。同

図より，材齢 36 時間までの打球弾性係数と圧縮強度に

は高い相関が認められ，図中に示す一次式によって若

材齢時の圧縮強度を推定できる結果が得られた。 

(3) 実構造物における打球探査法の検証 

 室内試験で得られた検量線を用いて，実施工中のト

ンネル覆工コンクリートの若材齢における圧縮強度を

推定し，圧縮強度試験結果との比較を行った。 

 打球探査法をトンネル覆工に適用する際には，型枠

に予め設けられている検査窓を用い，材齢 18 時間，20

時間および 24 時間の各時点における打球弾性係数を

測定した。また，その検査窓箇所において，圧縮強度

試験用のφ100mm×200mm の供試体を作製して封緘

養生し，打球弾性係数測定と同じ材齢で圧縮強度試験

を実施した。 

 図－４に，図－３の検量線から求めた推定強度と供

試体の圧縮強度試験結果を比較して示す。同図より，

打球弾性係数より推定した圧縮強度と，供試体の圧縮

強度は同程度の値を示した。 

打込み完了から 24 時間後に打球探査法による圧縮

強度が 1.5N/mm2 以上の値となったことから，トンネ

ル覆工コンクリートの脱型を行ったところ，コンクリ

ート表面に肌離れやひび割れといった不具合は認めら

れなかった。 

以上のことより，打球探査法を適用することによっ

て，トンネル覆工コンクリートの若材齢における圧縮

強度を高い精度で推定することが可能であり，実構造

物における脱型時期の判断に適用できる可能性がある

ことが確認された。 

3.3 使用材料および配合の影響に関する検討 

(1) 試験概要 

 打球探査法によって圧縮強度を推定する際に，使用

材料・配合および外気温が推定結果に及ぼす影響につ

いて検討を行った。ここでは，使用材料・配合が異な

る 3 種類のトンネル覆工コンクリートを対象として，

冬期を想定した温度 10±3℃，60％RH の環境における

打球弾性係数の測定と供試体の圧縮強度試験を行った。

また，これらのコンクリートとは使用材料・配合が異

なるスランプ15cmの覆工コンクリートを対象として，

温度 20±3℃，60％RH の環境で同様の試験を行った。 

 表－３および表－４に，使用材料および配合をそれ

ぞれ示す。表中の配合記号は前述同様に表したもので

あり，「BB-山砂・砂利-21」，「N-山砂・砂利-21」お

よび「H-山砂・砂利-21」は，それぞれ高炉セメント

B 種，普通ポルトランドセメントおよび早強ポルトラ

ンドセメントを用いたことを表している。また，「N-

表－４ 覆工コンクリート配合一覧 

配合№ 配合記号 

粗骨材の最

大寸法 

（mm） 

ｽﾗﾝﾌﾟ 

（ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ） 

（cm） 

空気量

（％）

W/C
(％)

s/a 
(％)

単位量（kg/m3） 

W C S G Ad 

1 BB-山砂・砂利-21 

25 
21.0±2.5 

（35～50） 4.5±1.5

51.5 50 170 330 889 883 4.29

2 N-山砂・砂利-21 51.5 50 170 330 895 888 4.29

3 H-山砂・砂利-21 51.5 50 170 330 894 887 4.29

4 N-山砂・砕石-15 20 15.0±2.5 53.5 46.5 175 327 860 994 1.15

 
図－４ 推定圧縮強度の妥当性 

脱型基準 1.5N/ｍｍ
2

ライン 

表－３ 使用材料 

使用材料
配合
№ 

記号 摘要 

セメント

1 

C 

高炉セメント B 種 

密度：3.04g/㎝ 3 

2，4
普通ポルトランドセメント 

密度：3.16g/㎝ 3 

3 
早強ポルトランドセメント 

密度：3.14g/㎝ 3 

細骨材 

1～3

S 
山砂 

表乾密度：2.56g/㎝ 3 

粗骨材 G 
山砂利 

表乾密度：2.61g/㎝ 3 

混和剤 Ad 
高性能 AE 減水剤（ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾝ

酸ｴｰﾃﾙ系化合物と増粘性高分

子化合物の複合体） 

細骨材 

4 

S 

山砂（粗） 

表乾密度：2.65g/㎝ 3 

山砂（細） 

表乾密度：2.60g/㎝ 3 

粗骨材 G 

砕石 1505 
表乾密度：2.64g/㎝ 3 

砕石 2515 
表乾密度：2.65g/㎝ 3  

混和剤 Ad 
AE 減水剤 

（ﾘｸﾞﾆﾝｽﾙﾎﾝ酸化合物） 

-1577-



山砂・砕石-15」は，上記の 3 配合とは使用材料・配合

が異なるスランプ 15cm の覆工コンクリートである。 

 打球探査法の測定および圧縮強度試験では，

φ100mm×200mm の供試体を作製し，前述と同様の方

法によって測定および試験を実施した。また，試験の

実施時期については，配合 No.1～3 を，12 時間，14

時間，16 時間，18 時間，20 時間および 23 時間とし，

配合 No.4 を，14 時間，16 時間，18 時間，20 時間，24

時間および 36 時間とした。 

(2) 試験結果 

 図－５に打球弾性係数と圧縮強度の関係を示す。既

往の研究によれば，静弾性係数と圧縮強度の関係は，

セメント種類によらないことが報告されており 9），本

試験においても，ばらつきは認められるものの，同様

の傾向となった。また，温度条件が異なる「N-山砂・

砕石-15」についても，他の 3 配合と同様の近似式によ

る再現性が高い結果が得られた。 

以上の結果より，本検討の範囲では，使用材料・配

合および温度条件の違いによらず，若材齢の覆工コン

クリートの圧縮強度を，同様の検量線によって推定で

きる可能性が示唆された。 

 

4. ダムコンクリートへの適用性検討 

4.1 ダムコンクリートを対象とした検討の概要 

 コンクリートダム工事では，コンクリートの脱型時

期が早いと強度や耐久性等の品質低下を招く恐れがあ

り，遅くなると工程に著しい影響を及ぼすため，堤体

の脱型時期の適切な管理が極めて重要となる。脱型時

期の管理手法として，一般的に，現場養生した供試体

の圧縮強度による確認や実構造物の積算温度から強度

を推定する間接的な手法が用いられる。堤体の脱型に

必要な圧縮強度については，土木学会コンクリート標

準示方書［ダムコンクリート編］において，通常

3.5N/mm2と定められている。この若材齢における圧縮

強度を，打球探査法によって直接的かつ簡易に推定で

きる可能性があると考えられるため，ダムコンクリー

トを対象とした打球探査法の適用性について検討した。 

4.2 ダムコンクリートへの打球探査法の適用と検証 

本検討では，2 つの実際のダムに使われるコンクリ

ートを対象として，試験室で打球弾性係数の測定と供

試体の圧縮強度試験を行い，強度推定式となる検量線

を求めた。また，2 つの実構造物のダムに本手法を適

用し，実際の圧縮強度と比較することによって検証を

行った。 

(1) 室内試験概要 

 2 つのダムに実際に用いられている使用材料および

配合を，それぞれ表－５および表－６に示す。本検討

では，ダム堤体外面に施工される外部コンクリートを

対象とした。また，粗骨材の最大寸法は，いずれも

150mm であり，セメントはフライアッシュの置換率が

30％の中庸熱フライアッシュセメントが使われている。 

 各ダムの外部コンクリート配合を 40mm ふるいでウ

ェットスクリーニングし，φ150×300mm の円柱供試体

を作製した。作製後の供試体を標準水中養生し，材齢

12 時間，1 日，2 日，3 日および 5 日に達した時点で打

表－５ 使用材料 

材

料
記号 A ダム B ダム 

水 W 河川水 

ｾﾒﾝ

ﾄ 
MF30

中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ 
密度：2.85g/cm3 密度：2.90g/cm3 

細

骨

材

S 

混合砂（砕砂、山砂、

浜砂） 
砕砂 

密度：2.62g/cm3 密度：2.69g/cm3 

粗

骨

材

G1 
砕石 150～80mm 砕石 150～80mm 
密度：2.69g/cm3 密度：2.70g/cm3 

G2 
砕石 80～40mm 砕石 80～40mm 
密度：2.69g/cm3 密度：2.70g/cm3 

G3 
砕石 40～20mm 砕石 40～20mm 
密度：2.72g/cm3 密度：2.70g/cm3 

G4 
砕石 20～5mm 砕石 20～5mm 
密度：2.81g/cm3 密度：2.70g/cm3 

 
図－５ 打球弾性係数と圧縮強度の関係 
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打球弾性係数（ｋN/mm2)

BB-砕砂・砕石-21
H-山砂・砂利-21
BB-山砂・砂利-21
N-山砂・砂利-21
N-山砂・砕石-15

表－６ ダムコンクリート配合 

配合名 

粗骨材の

最大寸法

（mm） 

目標ｽﾗﾝﾌﾟ

(cm) 
目標空気量 

(％) 

水ｾﾒﾝﾄ比

（％) 

細骨材率 

(％) 

単位量（kg/m3） 

W C S G1 G2 G3 G4 Ad

A ダム 150 3.0±1.0 3.0±1.0 47.6 25.0 100 210 522 353 402 374 503 0.53

B ダム 150 3.0±1.0 3.0±1.0 45.2 23.0 95 210 475 410 410 411 408 0.53

Ad：AE 減水剤（ﾘｸﾞﾆﾝｽﾙﾎﾝ酸化合物） 
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球弾性係数の測定および圧縮強度試験を行った。打球

探査法の測定では，1 回の試験で 10 点を測定し，偏差

が±20％の範囲外となるデータを棄却して再測定し，

10 点の平均値を示した。 

(2) 室内試験結果および強度推定式の算出 

 図－６に室内試験における打球弾性係数と圧縮強度

の結果を示す。2 つのダムには，いずれも，打球弾性

係数と圧縮強度との間に高い相関性が認められ，直線

近似で再現できることが確認された。また，2 つの近

似式は，ほぼ同様であることから，本検討の範囲にお

いては，一般的なコンクリートよりも単位粗骨材量が

多いダムコンクリートを対象とする場合でも，骨材の

違いによらず，同一の強度推定式が適用できる可能性

があることが確認された。 

(3) 実構造物における検証 

 実際のダム堤体における打球探査法の測定では，予

め，ダム堤体面型枠に，試験用の検査窓を設けておき，

材齢 2 日，3 日および 5 日に達した時点で測定を行っ

た。また，同位置で，圧縮強度試験用の供試体を作製

して封緘養生し，打球探査法の測定と同材齢に達した

時点で圧縮強度試験を行った。 

 室内試験で得られた検量線を用い，実際のダム堤体

の打球探査法の測定結果から圧縮強度を推定した結果

を図－７に示す。2 つのダムコンクリートの圧縮強度

には差異が認められるが，これは，2 つのダムの試験

を，それぞれ 8 月および 11 月に実施しており，外気温

が 20℃程度異なったことによるものである。このよう

に，温度による強度発現性に違いがある場合でも，打

球弾性係数で推定した強度と，供試体の圧縮強度はそ

れぞれよく一致しており，粗骨材最大寸法 150mm の

ダムコンクリートの配合においても若材齢のコンクリ

ートの圧縮強度を高い精度で推定できることが確認さ

れた。 

 

5. PC 橋梁コンクリートへの適用に関する概要 

5.1 PC 橋梁コンクリートを対象とした検討の概要 

 PC 橋梁の床版は，材齢 3 日程度で PC 鋼棒を緊張さ

せる必要があるため，そのコンクリートとして，早強

ポルトランドセメントを用い，材齢 3 日程度で約

30N/mm2の圧縮強度を得られる配合が選定される。 

 PC 鋼棒の緊張時期の管理方法は，実際に打ち込んだ

コンクリートで現場養生供試体を作製して圧縮強度試

験を行うという間接的な手法が用いられている。圧縮

強度が約 30N/mm2程度の場合，リバウンドハンマーを

適用することもできるものの，実構造物の強度を簡易

に推定できる打球探査法を用いて合理的な緊張時期の

管理ができる可能性があることから，PC 橋梁のコンク

リート配合を対象とした室内試験による検討を行った。 

5.2 PC 橋梁コンクリートへの打球探査法の適用 

 本検討では，早強ポルトランドセメントを使用し，

呼び強度 40，水セメント比が 43.0％のコンクリートの

配合を使用して室内試験を行った。表－７および表－

８に，それぞれ使用材料および配合を示す。 

 打球探査法の測定と圧縮強度試験の供試体として，

φ100mm×200mmの円柱供試体を作製し，温度 20±3℃，

60％RH の環境で測定および試験を実施した。PC 鋼棒

強度推定式 

強度推定式 

強度推定式 

図－６ 打球弾性係数と圧縮強度 
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表－８ 橋梁コンクリート配合 

配合名 

粗骨材の 

最大寸法 

（mm） 

ｽﾗﾝﾌﾟ 

(cm) 

空気量 

(％) 

水ｾﾒﾝﾄ比

(％) 

細骨材率

(％) 

単位量（kg/m3） 

W C S1 S2 G Ad 

40-12-25H 25 12±2.5 4.5±0.5 43.0 41.1 165 435 209 488 1043 6.09

図－７ 推定圧縮強度の妥当性 
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表－７ 使用材料 

材料名 記号 適 用 

水 W 水道水，密度：1.0g/cm3 
セメント C 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ密度：3.14g/cm3 

細骨材 
S1 砕砂 表乾密度 2.70g/cm3，粗粒率：2.74
S2 山砂 表乾密度 2.55g/cm3，粗粒率：2.85

粗骨材 G 
砕石：25mm～5mm，表乾密度：2.72g/cm3

実積率：59.0％ 

混和剤 Ad 
高性能 AE 減水剤（標準形） 
（主成分：ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾝ酸） 
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の緊張時のコンクリート圧縮強度として 30N/mm2 程

度が必要であることを踏まえ，測定材齢を，12 時間，

1 日，2 日，3 日および 5 日とした。 

5.2 試験結果および強度推定式の算出 

 打球弾性係数と圧縮強度の関係を図－８に示す。同

図より，PC 橋梁コンクリートを対象とする場合，早

強ポルトランドセメントを用いた低水セメント比の配

合であるため，覆工コンクリートおよびダムコンクリ

ートに比べて初期材齢における強度増進が著しいこと

が確認される。また，圧縮強度が 30N/mm2 を上回る範

囲では，圧縮強度の増進に対する打球弾性係数の向上

が小さくなる傾向があり，結果として，2 次関数の近

似式による再現性が高くなる傾向が得られた。既往の

研究において，静弾性係数は，圧縮強度の 0.45 乗～0.5

乗と相関があることが報告されており 7）8），本検討に

おける打球弾性係数も圧縮強度が 30N/mm2を超える

範囲では同様の相関となることが示唆される。 

 

6. 各工種での測定結果の重ね合わせ 

 各工種で算出した若材齢時での測定結果を重ね合わ

せて図－９に示す。同図より，検討対象とした3工種の

測定結果を全て含めた場合，曲線による再現性が高く

なる傾向が得られており，2次関数の近似式によって汎

用性が高い強度推定式を表すことが可能であることが

確認された。ただし，前述のとおり，覆工コンクリー

トおよびダムコンクリートの初期材齢における強度推

定を対象とする場合には，直線近似式を用いることに

よって高い推定精度を確保できるものと考えられる。 

 

7. まとめ 

 本報告で明らかとなった事項を以下に示す。 

１）覆工コンクリートを対象とする場合，圧縮強度

5.0N/mm2以下の低強度範囲では，材料や配合，温

度条件によらず，打球弾性係数と圧縮強度に，一

次式で表される高い相関が認められた。 

２）ダムコンクリートを対象とする場合，圧縮強度

15.0N/mm2 以下の範囲では，圧縮強度と打球弾性

係数の関係に一次式で表される高い相関が認めら

れた。また，本検討の範囲では，骨材の種類によ

らず同一の近似式が適用できることが確認された。 

３）PC 橋梁コンクリートを対象とする場合，圧縮強度

30N/mm2以上までを含む範囲が対象となる特徴が

あるため，2 次関数の近似式と高い相関が得られ

ることが確認された。 

４）打球探査法による強度推定において，工種によら

ず適用可能な強度推定式を示すことができる可能 

性が示唆された。 
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図－８ 打球弾性係数と圧縮強度の関係 

図－９ 打球弾性係数と圧縮強度の関係 
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