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(54)【発明の名称】打撃音によるコンクリートの評価手法
(57)【要約】
【課題】

コンクリートの表面を打撃した際に発する打

撃音を解析することにより、覆工コンクリートの覆工厚
さを評価可能な、打撃音によるコンクリートの評価手法
を提供することを目的とする。
【解決手段】

コンクリートの表面を打撃した際に発

する打撃音を採取し、該採取した音をウェーブレット変
換してスカログラムを作成することことにより、コンク
リートの厚さを評価するに際し、ウェーブレット変換式
におけるマザー関数にガボール関数を用い、さらに、得
られたスカログラムにおける概ね０．２ｋＨｚから１．
０ｋＨｚに発現する卓越部、あるいは、概ね２．０ｋＨ
ｚから２０．０ｋＨｚに発現する卓越部に着目する。
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【特許請求の範囲】

の位置を評価する手法に関する。

【請求項１】

【０００２】

コンクリートの表面を打撃した際に発す

る打撃音を採取し、該採取した音をウェーブレット変換

【従来の技術】従来、コンクリート構造物における内部

してスカログラムを作成することにより、前記コンクリ

亀裂や空隙等の内部欠陥の状況を、非破壊で評価する技

ートの厚さおよび空洞の有無をも評価可能な、打撃音に

術として、コンクリート表面を打撃し、その際の打撃音

よるコンクリートの評価手法であって、

を採取して解析する手法が提案されている。すなわち、

ウェーブレット変換式

1.採取した打撃音をフーリエ変換し、フーリエ振幅スペ

【数１】

クトラムにより視覚を通じて客観的に判断する手法（例
えば、特許第１７２９４６６号公報）、2.採取した打撃
10

音をウェーブレット変換し、スカログラム（コンター
図）におけるパターンの相違から、視覚により客観的に

におけるマザー関数が

判断する手法（例えば、特許第２６１０３７８号公報）

【数２】

がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記
は、定常波解析には有効であるが、打撃音のような非定

であることを特徴とする、打撃音によるコンクリートの

常波の波形の特徴を表現することは困難で、必ずしも満

評価手法。

足な解析結果が得られず、さらに、従来の聴覚による判

【請求項２】

前記コンクリートの表面に鋼球を衝突さ

せることにより、前記コンクリート内部に発生した弾性

定とフーリエ振幅スペクトラムとは一般に一致しないと
20

いう欠点がある。

波を採取することを特徴とする請求項１記載の、打撃音

【０００４】これに対し、前記

によるコンクリートの評価手法。

してその信号の特徴を明瞭にズームアップすることが可

【請求項３】

前記弾性波の採取に際し、円筒状フード

能なウェーブレット変換を用い、視覚による客観的な判

付きマイクロフォンの該円筒状フードの前端部を、前記

定を可能とし、かつ、従来の聴覚による判定を反映する

コンクリートの打撃位置の近傍に押し付けることを特徴

ようなデータ処理方法によって、信頼性を高めている。

とする請求項１または２記載の、打撃音によるコンクリ

前記

ートの評価手法。

ング・ウェーブレットに同じ）が、メキシカンハットと

【請求項４】

呼ばれる

前記円筒状フードが、塩化ビニール管

と、該塩化ビニール管の内部に装入された、中間にゴム
管が挟さまれた硬質スポンジ管と、該硬質スポンジ管の

は、非定常な信号に対

では、マザー関数（前記公報におけるアナライジ

【数３】
30

内部に装入されたコルク管よりなることを特徴とする請
求項１、２または３記載の、打撃音によるコンクリート

である。得られたスカログラム（前記公報における、コ

の評価手法。

ンターで表示したスケーログラムに同じ）による判定

【請求項５】

前記マイクロフォンが、緩衝材を介して

は、（イ）コンクリートに内在する空洞部では、打撃に

支持されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか

ともなう振動の内、長周期成分（低周波数、スケーリン

に記載の、打撃音によるコンクリートの評価手法。

グファクターａの数字が大きいに同じ）の継続時間が長

【請求項６】

前記スカログラムにおける概ね０．２ｋ

いほど、また、（ロ）長周期成分の継続時間が長く、長

Ｈｚから１．０ｋＨｚに発現するピークに着目すること

周期成分と短周期成分の継続時間が異なるほど、空洞の

を特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の、打撃
音によるコンクリートの評価手法。
【請求項７】

可能性が高いとするに止まり、
40

1.コンクリートの厚さ（覆工厚さ、巻厚）

前記スカログラムにおける概ね２．０ｋ

を評価することが困難なため、これの評価手法が要請さ

Ｈｚから２０．０ｋＨｚに発現するピークに着目するこ

れていた。斯かる要請に鑑みて、長年の研究から、マザ

とを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の、打

ー関数を特殊な関数に変えれば上記要請を満足すること

撃音によるコンクリートの評価手法。

を見いだした。本発明は、コンクリートの厚さを評価可

【発明の詳細な説明】

能な、打撃音によるコンクリートの評価手法を提供する

【０００１】

ことを目的とするものである。

【発明の属する技術分野】本発明は、コンクリートの表

【０００５】

面を打撃した際に発する打撃音を解析することにより、

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決

前記コンクリートの評価、特に、前記コンクリートの厚

すべく以下に掲げる構成とした。請求項１記載の発明の

さ、前記コンクリートに内在する空洞等の有無およびそ

50

要旨は、コンクリートの表面を打撃した際に発する打撃
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音を採取し、該採取した音をウェーブレット変換してス

１２の貫通穴１３の周囲に、ゴム支持部１４が円周上で

カログラムを作成することにより、前記コンクリートの

等間隔（４５゜ピッチで円周上８箇所）に設置され、後

厚さおよび空洞の有無をも評価可能な、打撃音によるコ

記ゴム体３０の一端が設置されている。また、打撃ヘッ

ンクリートの評価手法であって、ウェーブレット変換式

ド２０は、鋼球２１（直径２５ｍｍ）と、鋼球２１に固

【数４】

定された強磁性材料により形成された円盤状の吸着板２
２により形成され、吸着板２２の外周に沿ってゴム取付
部２３が等間隔（４５゜ピッチで円周上８箇所）に設置
され、後記ゴム体３０の一端が設置されている。

におけるマザー関数が
【数５】

【０００８】ゴム体３０の両端は、ゴム支持部１４とゴ
10

ム取付部２３に設置され、それぞれのゴム体３０は、緊
張状態（伸びた状態）で放射状に配置され、打撃ヘッド
２０の中心が貫通穴１３の中心と略一致するように、打
撃ヘッド２０を弾性的に支持している。そして、打撃ヘ

であることを特徴とする、打撃音によるコンクリートの

ッド２０の鋼球２１の先端は、貫通穴１３を貫通して、

評価手法に存する。請求項２記載の発明の要旨は、前記

前面板１２の支持板１０の反対面に突出自在である。さ

コンクリートの表面に鋼球を衝突させることにより、前

らに、支持板１０には、電磁石４０を前後進自在に支持

記コンクリート内部に発生した弾性波を採取することを

する電磁石移動手段４１が設置され、電磁石移動手段４

特徴とする請求項１記載の、打撃音によるコンクリート

１に、その中心が貫通穴１３の中心と略一致するよう

の評価手法に存する。請求項３記載の発明の要旨は、前

に、電磁石４０が支持されている。

記弾性波の採取に際し、円筒状フード付きマイクロフォ

20

【０００９】したがって、電磁石４０を前進して、打撃

ンの該円筒状フードの前端部を、前記コンクリートの打

ヘッド２０を吸引した後、所定の距離だけ後退し（図３

撃位置の近傍に押し付けることを特徴とする請求項１ま

に示す状態）、打撃装置１をコンクリートの表面の所定

たは２記載の、打撃音によるコンクリートの評価手法に

の被打撃位置に配置し、かつ、後記フード５１の端部を

存する。請求項４記載の発明の要旨は、前記円筒状フー

コンクリートの表面に軽く押し当てた後、電磁石４０の

ドが、塩化ビニール管と、該塩化ビニール管の内部に装

励磁を停止することにより、電磁石の吸引力から開放さ

入された、中間にゴム管が挟さまれた硬質スポンジ管

れた打撃ヘッド２０が、引張り力によって、コンクリー

と、該硬質スポンジ管の内部に装入されたコルク管より

トの表面を打撃するものである。

なることを特徴とする請求項１、２または３記載の、打

【００１０】さらに、支柱１１のひとつに一対の固定腕

撃音によるコンクリートの評価手法に存する。請求項５

５２が設置され、固定腕５２に打撃音を採取するための

記載の発明の要旨は、前記マイクロフォンが、緩衝材を

30

マイクロフォン５０（可聴域２０ｋＨｚまで）が、緩衝

介して支持されることを特徴とする請求項１乃至４のい

材５８を介して設置されている。また、該マイクロフォ

ずれかに記載の、打撃音によるコンクリートの評価手法

ン５０には、円筒状のフード５１が設置されている。フ

に存する。請求項６記載の発明の要旨は、前記スカログ

ード５１は、外径７０ｍｍｍの塩化ビニール管５３と、

ラムにおける概ね０．２ｋＨｚから１．０ｋＨｚに発現

塩化ビニール管５３の内部に装入された、中間に厚さ２

するピークに着目することを特徴とする請求項１乃至５

ｍｍのゴム管５４を挟さんだ外側の硬質スポンジ管５５

のいずれかに記載の、打撃音によるコンクリートの評価

および内側の硬質スポンジ管５６と、内側の硬質スポン

手法に存する。請求項７記載の発明の要旨は、前記スカ

ジ管５６（内径３２ｍｍ）の内部に装入されたコルク管

ログラムにおける概ね２．０ｋＨｚから２０．０ｋＨｚ

５７（内径２１ｍｍ、肉厚１３ｍｍ）より形成されてい

に発現するピークに着目することを特徴とする請求項１
乃至６のいずれかに記載の、打撃音によるコンクリート

る。
40

【００１１】したがって、打撃装置１本体の振動は、緩

の評価手法に存する。

衝材５８により遮断ないし減衰されるから、マイクロフ

【０００６】

ォン５０に伝わることがなく、コンクリートの内部を伝

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態に係わ

播した音は、フード５１により効率的に集音され、マイ

る打撃音によるコンクリートの評価手法を図面に基づい

クロフォン５０に採取される。よって、略一定の強さで

て詳細に説明する。

打撃を繰り返すことができ、また、打撃にともなう雑音

【０００７】まず、実験装置について説明する。

の発生が少なく、さらに、前記ウェーブレット変換の精

（実験装置）本実験装置として、一定の力で打撃すべく

度を阻害する雑音を遮蔽した、効率的な音の採取が可能

図３に示す打撃装置１を用いた。打撃装置１は、支持板

になる。

１０に支柱１１が立設され、支柱１１により円環状の前

【００１２】次に、上記打撃装置１を用いた実験方法に

面板１２が支持板１０と平行に設置されている。前面板

50

ついて説明する。
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（実験方法）
1.打撃装置１を評価対象であるコンクリートの表面の所
定の被打撃位置に配置し、かつ、フード５１の端部をコ
ンクリートの表面に軽く押し当てる。（鋼球２１はコン

式中、σは窓の幅を示す。

クリートの表面から５ｃｍ離れている）

【００１６】（スカログラム）図１は、本発明の一実施

2.打撃装置１のリモートスイッチを押す。

の形態に係る打撃音によるコンクリートの評価手法にお

3.打撃装置１の電磁石４０が前進し、鋼球２１を吸引し

ける、コンクリートの厚さをそれぞれ変更して打撃した

た後、所定の距離だけ後退し、電磁石４０の励磁が停止

際の打撃音を時系列データとして採取し、これを前記ウ

する。このとき、電磁石４０の吸引力から開放された鋼
球２１が、ゴム体３０の引張り力によって、コンクリー

ェーブレット変換した後のスカログラム（振動の振幅値
10

のレベルごとにコンター表示したもの）である。

トの表面を打撃する。

【００１７】図１において、縦軸はスケーリングファク

4.そして、鋼球２１の衝突で発生する音（コンクリー

ター（目盛は音階（オクターブ）および振動周波数（キ

ト、鋼球、打撃装置の各部材、等）のうち、コンクリー

ロヘルツ）である）、横軸は測定時間（目盛はミリ秒で

ト内部に発生した弾性波を、マイクロフォン５０で音と

ある）であって、変換結果は、周波数０．１２５ｏｃ

して補足する。

ｔ．毎、時間２０μｓ毎の振幅値を出力したものであ

【００１３】5.該補足した音（音圧波形）を時系列デー

る。また、図１の（イ）乃至（ヘ）は、それぞれ１０ｃ

タとして前記ウェーブレット変換（マザー関数としてガ

ｍ、２０ｃｍ、３０ｃｍ、４０ｃｍ、５０ｃｍ、６０ｃ

ボール関数を用いる）する（後述）。

ｍのコンクリート厚さ（巻厚）におけるものである。

6.変換結果は、周波数０．１２５ｏｃｔ．毎、２０μｓ

【００１８】図１の（イ）はコンクリートの厚さが１０

毎の振幅値を出力する。

20

ｃｍにおけるスカログラムである。振幅の山が低周波数

7.変換後の振幅値を用いて、スカログラム（コンター

領域（０．２〜１．０ｋＨｚ）に発現し、そのピーク

図）を描画する。このとき、該スカログラムは、それぞ

は、略０．４ｋＨｚにある。一方、高周波数領域（２．

れの音の変換された振幅値の最大値を１００とした相対

０〜２０．０ｋＨｚ）の振動は無い。これは、コンクリ

表示で、打撃方法はほぼ均一であるが、コンクリートの

ートの厚さが１０ｃｍ程度の薄いコンクリート板におい

状態により音の大きさ（音圧）は異なる。

ては、板振動が卓越し、板内の縦波が捉えられないから

8.該描画されたスカログラムについて、特定の帯域に分

である。

割し、その帯域ごとの振幅（相対値）の絶対量や、複数

【００１９】図１の（ロ）はコンクリートの厚さが２０

の帯域間で振幅の絶対量の比率をもとに、厚さを評価す

ｃｍにおけるスカログラムであって、低周波数領域

る。

（０．２〜１．０ｋＨｚ）に振幅の第一の山が発現し、

9.さらに、特定の帯域における振幅の減衰が小さい（振

30

そのピークは、略０．５ｋＨｚにある。一方、高周波数

動が継続する）との現象を捉えて、空洞の有無を評価す

領域（２．０〜２０．０ｋＨｚ）に振幅の第二の山（第

ることもできる。10.そして、この評価結果をパソコン

一の山より小さい振幅）が発現し、そのピークは略１０

のディスプレイに表示する。

ｋＨｚにある。すなわち、コンクリート板内を往復する

【００１４】次に、上述のウェーブレット変換について

縦波が、該高周波数領域における振幅の第二の山として

説明する。

発現している。

（ウェーブレット変換）本発明の一実施の形態に係る打

【００２０】図１の（ハ）はコンクリートの厚さが３０

撃音によるコンクリートの評価手法における、ウェーブ

ｃｍにおけるスカログラムであって、低周波数領域

レット変換式を数１に示す。

（０．２〜１．０ｋＨｚ）に振幅の第一の山が発現し、

【数６】

そのピークは、略０．５ｋＨｚにある。一方、高周波数
40

領域（２．０〜２０．０ｋＨｚ）に振幅の第二の山が発
現し、そのピークは略６．０ｋＨｚにある。すなわち、
前記（ロ）に比較してコンクリートの板厚が増した分、

式中、ａはスケーリングファクター、ｂは経過時間、Ψ

コンクリートを往復する縦波の周波数が低周波数側に移

（（ｘ‑ｂ）/ａ）はマザー関数、ｆ（ｘ）は時系列デー

行している。

タ、ｘは測定時間を示す。

【００２１】図１の（ニ）はコンクリートの厚さが４０

【００１５】（マザー関数）本発明の一実施の形態に係

ｃｍにおけるスカログラムであって、低周波数領域

る打撃音によるコンクリートの評価手法における、ウェ

（０．２〜１．０ｋＨｚ）の振幅が全体に小さくなっ

ーブレット変換に用いたマザー関数はガボール関数であ

て、第ニの山が発現し、そのピークは、略０．６ｋＨｚ

り数２に示す。

にある。一方、高周波数領域（２．０〜２０．０ｋＨ

【数７】

50

ｚ）に振幅の第一の山が発現し、そのピークは略５．０

( 5 )
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7

8

ｋＨｚにある。すなわち、コンクリート板の剛性が高ま

クリートの厚さと関連づけられる情報を得ることができ

ったため、板振動に基づく低周波数領域の振動の振幅が

ない。

小さくなり、一方、コンクリート板内を往復する縦波に

【００２７】

基づく高周波数領域の振幅が顕著になっている。

【発明の効果】以上のごとく、本発明によれば、コンク

【００２２】図１の（ホ）はコンクリートの厚さが５０

リート内部を伝播した音をウェーブレット変換するに際

ｃｍにおけるスカログラムであって、低周波数領域

し、そのマザー関数にガボール関数を用いるため、コン

（０．２〜１．０ｋＨｚ）の振幅の山が消え、一方、高

クリートの厚さを評価することが可能になるとの顕著な

周波数領域（２．０〜２０．０ｋＨｚ）に振幅の第一の

効果が得られる。

山が発現し、そのピークは略４．０ｋＨｚにある。すな
わち、コンクリート板の剛性が高まったため、板振動に

【図面の簡単な説明】
10

【図１】本発明の一実施の形態に係る打撃音によるコン

基づく低周波数領域の振動は最早発現せず、一方、コン

クリートの評価手法における、コンクリートの厚さをそ

クリート板内を往復する縦波に基づく高周波数領域の振

れぞれ変更して打撃した際の打撃音を時系列データとし

幅のみが現れている。

て採取し、これをウェーブレット変換した後のスカログ

【００２３】図１の（ヘ）はコンクリートの厚さが６０

ラムであって、（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、

ｃｍにおけるスカログラムであって、低周波数領域

（ホ）および（ヘ）は、それぞれ、コンクリートの厚さ

（０．２〜１．０ｋＨｚ）の振幅の山が消え、一方、高

が、１０ｃｍ、２０ｃｍ、３０ｃｍ、４０ｃｍ、５０ｃ

周波数領域（２．０〜２０．０ｋＨｚ）に振幅の第一の

ｍおよび６０ｃｍの場合である。

山が発現し、前記（ホ）と同様のパターンを示してい

【図２】従来の打撃音によるコンクリートの評価手法に

る。そして、そのピークは略３．０ｋＨｚにあって、コ

おける、コンクリートの厚さをそれぞれ変更して打撃し

ンクリートの厚さが厚くなった分、低周波数側に移行し

20

た際の打撃音を時系列データとして採取し、これをメキ

ている。

シカンハット変換した後のスカログラムであって、

【００２４】以上のごとく、コンクリートが薄いものか

（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）および（ヘ）

ら厚いものになるにしたがい、低周波数領域におけるピ

は、それぞれ、コンクリートの厚さが、１０ｃｍ、２０

ークが小さくなり、高周波数領域におけるピークが発現

ｃｍ、３０ｃｍ、４０ｃｍ、５０ｃｍおよび６０ｃｍの

しピークが強くなると同時に発現する周波数が漸減す

場合である。

る。

【図３】本発明の一実施の形態に係る打撃音によるコン

【００２５】以上の、説明から明らかなように、板振動

クリートの評価手法における、コンクリート表面を打撃

に基づく低周波数領域（概ね０．２〜１．０ｋＨｚ）の

する打撃装置を示す断面図である。

振幅のパターンないしそのピーク、あるいは、コンクリ

【符号の説明】

ート内を伝播する縦波に基づく高周波数領域（概ね２．

30

１

打撃装置

０〜２０．０ｋＨｚ）の振幅のパターンないしそのピー

１０

支持板

クを把握することにより、コンクリートの厚さを評価す

１１

支柱

ることができる。さらに、特定の帯域において振幅の減

１２

前面板

衰が小さい（振動が継続する）との現象を捉えることに

１３

貫通穴

より、空洞の有無、ないしその位置を推定できる。

１４

ゴム支持部

【００２６】（メキシカンハット変換）図２には、本発

２０

打撃ヘッド

明との比較をするため、従来技術におけるスカログラム

２１

鋼球

を示す。すなわち、前記と同様にコンクリートの厚さ

２２

吸着板

２３

ゴム取付部

３０

ゴム体

た後のスカログラムであって、（イ）、（ロ）、

４０

電磁石

（ハ）、（ニ）、（ホ）および（ヘ）は、それぞれ、コ

４１

電磁石移動手段

ンクリートの厚さが、１０ｃｍ、２０ｃｍ、３０ｃｍ、

５０

マイクロフォン

４０ｃｍ、５０ｃｍおよび６０ｃｍの場合である。図２

５１

フード

より明らかなように、低周波数領域（０．２〜１．０ｋ

５２

固定腕

Ｈｚ）および高周波数領域（２．０〜２０．０ｋＨｚ）

５３

塩化ビニール管

の、着目した何れの帯域においても、明瞭な振幅の山が

５４

ゴム管

発現していない。すなわち、板振動に基づく低周波数領

５５

外側の硬質スポンジ管

域の振動、あるいは、コンクリート板内を往復する縦波

５６

内側の硬質スポンジ管

５７

コルク管

（巻厚）をそれぞれ変更して打撃した際の打撃音を時系
列データとして採取し、これをメキシカンハット変換し

に基づく高周波数領域の振動など、本発明のようなコン

40
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( 6 )
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緩衝材
【図１】

【図２】

【図３】
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