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 コンクリート構造体のコンクリートの圧縮強度は、JIS A 1107 に準拠して調査される。筆者

らは、構造体のコア抜きによる損傷を軽減し採取位置の制限を緩和する目的で、小径コア（コ

ア径 D=35mm と 50mm）に点載荷試験（間接試験法）を適用する方法を提案している。小径コ

アを利用することで、コア径と粗骨材の最大寸法（ maxG ）の相対的大きさから、コア試験片の

不均質性が卓越する。本研究は、 maxG が 20mm と 40mm の強度の異なるコンクリートについ

て、点載荷試験を実施して点載荷強度と圧縮強度の相関関係を求めると共に、推定強度に及ぼ

す maxG の影響を考察したものである。また、変動特性に基づき、所要の推定精度を確保するた

めに必要となる供試体数についても言及した。 

１．まえがき 

コンクリートは骨材とセメントペースト硬化体から

なる複合材料である。容積の約 70％程度が骨材で占めら

れており、骨材がコンクリートの物理的、力学的性質に

及ぼす影響は大きい。例えば、JIS A 1132１）でコンクリ

ートの圧縮強度試験用供試体（円柱）の直径を粗骨材の

最大寸法（ maxG ）の 3 倍以上かつ 10cm 以上と定めてい

ることは、既往の研究２）が指摘しているように粗骨材の

大きさが試験結果に影響することを考慮した基準設定で

ある。 

コンクリート構造物の構成部材のコンクリート特性

を把握するために、コアドリルによる試料採取が行われ

る。JIS A 1107３）は、コア供試体の直径（ D）を maxG の

3 倍以上とし、どのような場合にも 2 倍以下とならない

こととしている。コンクリート構造物の構築で一般に使

用される maxG の範囲が 20mm～40mm であることから、

=D 100mm のコア切取りが行われることが多い。構造体

内部には鉄筋が基準と規定に従って（例えば、一般構造

細目における鉄筋のあきに関する maxG 関係の制限項目）

広範に配置されているが、Dと配筋間隔を相対的に比較

すると鉄筋を含まないコンクリートコア採取は一般に困

難となる。また、必要なコア長（ D2 以上）を考慮する

と、切取り深さも大きくなり構造体に与える損傷度も大

きくなる。切取り場所の制限から、周辺部位の調査結果

に基づき主要部材の評価を間接的に行う調査となるが、

構造体の強度の調査は関連 JIS に準拠して行われている。 

一方、切取り場所の制限緩和，構造体の損傷度低減や

調査費用の縮減のために、JIS に準拠した大径コアの代

わりに小径コアを用いてコンクリートの圧縮強度を調べ

る方法の提案と試験報告４）～７）がなされている。これら

の方法は、JIS A 1108 と同様に小径コア供試体に軸圧縮

力を載荷して調べるもの（直接法）や、圧縮強度との高

い相関性を持つ他の力学特性（例えば引張強度や針貫入

抵抗）を小径コア供試体を用いて調べ、両者の相関関係

から圧縮強度を推定する（間接法）に分類される。 

筆者らは、岩石コア試験片に適用される点載荷試験法

(Point Load Test：PLT)に着目し、この試験法のコンクリ

ートコア供試体への適用を試みて来た 8）。点載荷試験は

コア供試体を引張りにより破壊させるものであり、上記

の分類では間接法に属すことになる。岩石はそれを構成

する鉱物結晶の大きさが小さいため、小径コア供試体で

あってもその均質性が概ね確保されるが、コンクリ－ト

コア供試体にあっては、粗骨材の粒径が大きく供試体の

不均質性が卓越する。このため、関連 JIS で試験片の形

状と寸法に関する規定を設けている。本研究は、PLT の

試験値の変動に及ぼす maxG の影響度を検討し、PLT のコ

ンクリートの圧縮強度推定への適用性を検討することを

目的としている。以下に maxG ＝20mm と 40mm の粗骨材

を用いたコンクリートの圧縮強度を D =35mm と 50mm
の小径コアを用いて推定した結果とその考察を述べる。 
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２．点載荷試験法９） 

PLT は図‐1 に示すように、非整形のコア試料の外周

面を 2 点で挟み、点載荷することにより試料を破壊し最

大荷重から点載荷強度（ sI ）を算定するものである。破

壊が載荷点間を結ぶ直線を含む面で割れることから、 sI
は（圧裂）引張強度に関係する量である。平松ら 10）は、

岩石のボーリングコア試料に対して PLT を適用し点載荷

割裂強度（ tS ）の評価式を提示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 点載荷試験の載荷方向 
Broch ら 11）は、次式で定義する強度の指標としての点

載荷強度（ sI ）を示している。 

2
e

s
D
PI =               (1) 

ここに、 Pは最大荷重、 eD は等価コア径である。岩石

試験の場合、非整形の角柱状の試験片も対象となるため、

矩形断面を円形断面に換算してコア径を与えることから、

eD と表示している。さらに、ボーリング時に採用する

コアドリルサイズによりコア径が変化するため、コア径

50mm を基準に選び )50(sI として標準化した修正点載荷

強度も定義している。 

sI を一つの強度特性として認識するのではなく強度

の指標として捉え、 sI と圧縮強度の関係から圧縮強度を

推定する方法が ISRM（ International Society for Rock 
Mechanics）で指針化されている 12）。本研究では円柱コ

ア供試体のみを使用することから、 DDe = として sI を

算出し、圧縮強度推定のための指標として利用する。 

 

３．実験の概要 

 

3.1 実験パラメータ 

 本研究では、 maxG 、 D、コア供試体の高さ（ H ）お

よびコンクリートの圧縮強度である。コンクリートの圧

縮強度については、レディーミクストコンクリートの呼

び強度の強度値を LS ，JIS A 1132 と JIS A 1108 に準拠し

て得られる強度を供試体強度（ csf ' ）、JIS A 1107 と JIS A 
1108 に準拠して得られる強度をコア強度（ ccf ' ）と区別

して呼ぶこととする。表‐1 にこれらの実験パラメータ

の具体的な設定値をまとめて示す。H については、コア 

表‐1 実験パラメータの一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

図‐2 DH / 毎の sI のばらつき状況 

 
径との比である DH / で表記する。なお、 DH / は図‐2
に示した予備実験の結果（内部資料）に基づく sI のばら

つきの程度と、後述する破壊のパターンの出現特性を考

慮して、1.5 と 2.0 の 2 水準を設定した。 

3.2 コア供試体の作製 

 被コア抽出体として、各呼び強度のコンクリートを使

用して 300×300×600mm のコンクリート塊を 5～6 体作

製した。コンクリート塊は 10 週以上屋外での気中養生を

行った後に、所定のコア柱を打設面の法線と直交する方

向で抽出し、所定の高さ（ H ）に切断してコア供試体を

用意した。コア強度を調べるために、各コンクリート塊

からは JIS A 1107 を満たすコア径（ maxG ＝20mm につい

ては 100mm、 maxG ＝40mm については 100mm と 125mm）

の供試体を各塊から１本を抽出し、 DH / ＝2 となるよう

に加工した。図‐3 にコア柱の切出し状況を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図‐3 コア柱の切取り状況 
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 コンクリート塊作製時に同一材料で JIS A 1132 に従っ

て円柱供試体を作製し、28 日間の標準養生を行った後に

JIS A 1108 に基づいて供試体強度を調べコンクリートの

品質を確認した。使用したコンクリートはレディーミク

ストコンクリートであり、そのスランプは 8～12cm の範

囲に設定し、 maxG ＝20mm については普通ポルトランド

セメントを、 maxG ＝40mm については高炉 B 種のポルト

ランドセメントを使用した。 

3.3 試験の実施 

図‐4 に PLT の実施状況を示す。コア供試体の載荷点

はコア高さの中央外周面上の上下に対向する 2 点である。

コンクリートコア外周面では粗骨材部分とモルタル部分

が明瞭に確認できることから、上下の載荷点の材質を考

慮して、［一方の載荷点の材質‐対向する載荷点の材質］

について、［モルタル‐モルタル］、［粗骨材‐粗骨材］、

［モルタル‐粗骨材］の 3 つの組合せを意識して試験を

実施した。以後、これらの組合せを[M-M]、[A-A]、[M-A]
と略記することとする。なお、[M-A]については上下の

載荷点の材質は区別していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図‐4 PLT の実施状況 

 

４．実験結果および考察 

 

ここでは、 maxG ＝20mm と maxG ＝40mm のコンクリ

ートにおいて使用が比較的多い呼び強度 24 の場合につ

いて実験結果を比較して考察を行い、次に maxG 毎に総て

の強度を通じての sI と ccf ' の関係を検討することとす

る。 
 

4.1 コア供試体本数と圧縮強度試験結果 
この実験ケースで用意したコア供試体の本数をまとめ

て表‐2 に示す。表‐3 は両コンクリートの圧縮強度を示

したものである。 maxG ＝20mm については材齢約 10 週

での、 maxG ＝40mm については材齢約 1.5 年での試験実

施となった。 ccf ' は両者とも 30N/mm2 を上回っている。 
PLT による圧縮強度推定の検証は、所要の規定を満た

すコア供試体の圧縮強度( ccf ' )に対して行うこととな

り、供試体強度( csf ' )は品質の確認指標となる。 

表‐2 コア供試体の配置数 n 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表‐3 コンクリートの圧縮強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 コア供試体の見掛け密度について 

 コア供試体の不均質性を評価する指標として見掛け密

度に着目した。図‐5 は不均質性が最も顕著となると予

想される maxG ＝40mm のコンクリート塊から抽出した

各コア供試体の見掛け密度の平均値と変動域を示したも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図‐5 見掛け密度の変動（ maxG ＝40mm） 
 

125mm コア供試体の見掛け密度の平均値（2.46g/cm3）

を基準にとれば、各コア径の供試体のそれは大きな差を

呈していない。平均値は不均質性を評価する指標として

は感度が鈍いと考えられる。一方、変動の範囲は 35mm
コア供試体の方が 50mm コア供試体に比べて大きくなっ

ている。変動の範囲の方が平均値に比べて感度が高いと

言うことはできるが、見掛け密度は不均質性を評価する

指標としての有効な物理量とは言えない。コア供試体外

周面における粗骨材とモルタルの占有面積率あるいは比

率等が有効となるのではないかと見込まれる。 
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4.3 コア供試体の破壊パターンと破断面の状況 
 点載荷によりコア供試体は図‐6(a)に示すような円柱

片 2 片からなる破断型と、同図(b)に示すような割裂片 2
片からなる割裂型の破壊パターンが観察された。また、

破断面は図‐7 に示すようにモルタルの引張破壊の中に

骨材剥離と粗骨材割れが混在する様相が観察された。 
 
 
 
 
 
 
 

図‐6 コア供試体破壊パターン 
 

 

 

 

 

 

 

図‐7 破面のパターン 

4.4 sI について 

 表-4 は各コア供試体の sI の平均値とばらつきをまと

めて示したものである。ここでは、ばらつきは変動係数

（CV）を用いて示す。 
表‐4 sI の平均値（全体）とばらつき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maxG ＝20mm の場合の CV は約 10％程度であり、生コ

ン工場での品質（圧縮強度）の変動と同程度の CV の値

を与えている。一方、 maxG ＝40mm の場合は 15～26％
と言う大きな値を示し、コア供試体の不均質性が卓越す

る影響を反映している。 max/GD が 1.0 を下回ると CV
は著しく大きくなり、信頼性確保のためには何らかの対

応が必要になると考えられる。 

sI は DH / が大きい方が若干大きい値を与えており、

図‐2 に示した予備実験の結果と同様な傾向を示してい

る。一方、CV には大きな差は認められない。平松ら９）

は点載荷に伴い破断面に生ずる応力状態は、上下の載荷

点間を直径とする球の応力状態で代用できることを示し

ている。点載荷を受ける球の載荷点を含む断面の中央部

付近では割裂引張強度試験と似た応力状態となる。

DH / ≧1.0 であれば、供試体内に上下の載荷点間を直径

とする球を描くことが出来るが、 DH / ＜1.0 の場合には

内部応力状態を球の応力状態で代用できないことになる。

DH / が小さいと最大荷重 Pが割裂引張応力で支配され

る傾向が強まり変動も小さくなり、 DH / が大きいと最

大荷重 P が破断引張応力で支配される傾向が強まると

共に、材料不均質性の影響を強く受けて変動が大きくな

るものと推察される。 DH / が著しく小さい 0.5 場合の破

壊パターンが 2 片以上の破片を含む割裂型であったこと

を予備実験で確認している。単純に破壊面の面積を求め

れば、破断型（半径方向）では 4/2Dπ と、割裂型（軸方

向）では HD ⋅ となり、前者が一定であるのに対して後

者は DH / により変化する。ちなみに、岩石の試験では

DH / ＞1.0 と規定している。 

sI は小径コアを用いると大きな値を示しているが、

ISRM で指針 12）に準拠して(2)式による )50(sI への標準化

を行えば、表‐4 の最右列の値を得る。岩石用の標準化

式であり適用性の問題はあるが、両者の差は縮小する。

(2)式は小径コアの方が sI を過大評価することを認めた

補正式である。 sI がコア供試体の引張強度に由来する指

標であると考えてよい。 

s
e

s I
D

I
45.0

)50( 50
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=           (2) 

ccf ' の差が約 2/3 mmN 程度であるにも拘らず maxG に

より )50(sI に 0.3～0.4 程度の差がみられる。 maxG の大き

さに対応した配合の変化もあり、他の ccf ' を有するコン

クリートの実験結果との関係を考慮した上での考察が必

要となる。 

 点載荷位置の組合せによる影響の有無を検討した。表

‐5 に各コア供試体の点載荷位置の組合せによる sI の平

均値とばらつきを示す。各組合せに配分した供試体数（特

に maxG ＝40mm の場合）に差があるが、表‐4 に示した

の全体の結果を考察する手掛りを与えている。 

[A-A]の組合せでは sI と CV が大きくなる傾向を示し

ている。力学的性質の異なる材料（粗骨材とモルタル）

で構成されるコンクリートにおいて、粗骨材への局所的

載荷（点載荷）は硬い粗骨材の内部応力負担が大きくな

るため sI が大きくなるものと考えられる。また、粗骨材

の形状が多様であるため、接触するモルタルへの応力伝

播が乱れるため CV も大きくなるものと考えられる。

[M-M]の組合せが最も sI を小さく評価する傾向を示して

いる。モルタル部は粗骨材に比べて強度が小さいことや

載荷治具先端の貫入等の影響を反映しているものと考え

られる。[M-A]の組合せは[M-M]と[A-A]の中間の様相を

示している。[A-A]の組合せを避けた点載荷を行うと、ば

らつきが抑制されることが示唆される。図‐7 に示した

破断型の破壊面の痕跡が示すように、破壊がほぼモルタ

ルの引張強度とモルタルと粗骨材の付着強度で支配され

ると考えられることから、試験時の点載荷位置設定にお

ける留意事項とすべき知見と言える。 

(a) (b)(a) (b)

骨材割れ

骨材剥離

骨材割れ

骨材剥離

 

Gmax D I s CV I s(50)

(mm) (mm) (N/mm2) (%) (N/mm2)
1.5 3.21 10.0 2.73
2.0 3.28 11.9 2.79
1.5 2.71 10.0 2.71
2.0 2.77 10.8 2.77
1.5 2.90 26.3 2.47
2.0 2.98 23.4 2.54
1.5 2.36 15.3 2.36
2.0 2.48 15.1 2.48

D/Gmax H/D

40
35 0.88

50 1.25

2.50

1.75
20

35

50
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表‐5 点載荷位置の組合せによる sI の平均値と 
ばらつき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．必要供試体数の検討 13） 

 

 試験値がばらつくことは周知のことであり、JIS が定

める硬化コンクリートの圧縮強度試験、曲げ強度試験お

よび引張強度試験では、統計に基づき同一条件の試験に

対して供試体の数を 3 個以上としている。試験は標本調

査であり、供試体数は標本数( n )に相当する。標本調査

では大きさ N の母集団の平均( μ )の推定量としての標

本（試験値）平均( x )の精度（標準誤差）を考慮して nを
定める方法がとられる。 

 母集団分布が正規分布 ),( 2σμN のとき、大きさ nの標

本に基づく xは下式の正規分布に従う。 

),(
2

n
N σμ               (3) 

ここに、σ は母集団の標準偏差である。推定精度は次式

で表される。 

0P
n

txP =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

≤−
σμ          (4) 

ここに、 0P は設定する確率（信頼水準），| μ−x |は推定

の誤差、 t は標準正規分布において 0P を与える変数の値

である。 x の標準偏差 nσ を x の標準誤差と呼ぶ。し

たがって、推定の誤差の限界値を dとすれば、 1>>N で

あるので nは次式で与えられることになる。 

22)( dtn σ≥              (5) 
 

この式を用いるにはσ の値を必要とするが、これまで

の調査（試験）結果や類似の既存資料から推定した値が

一般に使用される。 

JIS の強度試験で 3≥n とした設定条件を確認していな

いが、ここで 3=n ，一般的な有意水準 95.00 =P （ 96.1=t ）

として、 d/σ を逆算すれば 0.884 を得る。したがって、

13.1/ =σd であるので誤差の限界値として標準偏差の

1.13 倍を設定していることになる。この値は ckf ' に依存

しない。 

 表‐4 に示した PLT 試験の結果に同じ条件を設定して

必要供試体数の算定を試みる。 maxG ＝20mm の場合の

CV は 10％程度と考えられる。生コン工場の監査実績 14）

では、圧縮強度試験結果の変動実績が CV=2.3％（平均値），

7.5％（最大値）程度である。円柱供試体を用いた圧縮強

度試験値の CV を 2.5％程度であると考えれば、PLT 試験

の結果は 3～4 倍の値を示している。日本コンクリート工

学協会エココンクリート研究委員会が提案した「ポーラ

スコンクリートの物性試験方法（案）」15）において、ポ

ーラスコンクリートの各種試験の場合には 5≥n として

いる。同様な条件設定の下で、本案の場合の σ/d を求め

れば 0.876 を得る。これは誤差の限界値の設定が標準偏

差の約 0.88 倍であることに相当する。ポーラスコンクリ

ートの供試体は締固め成型により作製するため、試験値

のばらつきは流動性のある一般のコンクリートのそれに

比べて大きくなる。同研究委員会が必要供試体数の検討

時に考慮した CV の値は不明であるが、振動締固め成型

を採用した本研究室の実績（内部資料）によれば、ポー

ラスコンクリートの圧縮強度の変動は概ね CV=10～
18％の範囲にある。このことから、 maxG ＝20mm の場合、

誤差の限界値として σ/d =0.88 の設定は妥当と考えられ、

いずれのコア径でも 5≥n として良いと考えられる。 

一方、 maxG ＝40mm の場合の CV は 15～27％の範囲に

あり、ばらつきの程度が maxG ＝20mm の場合より約 1.5
～3 倍程度大きな値を示している。特に 35mm コア供試

体の場合の CV は 20％を大きく超える値を示しており、

試験結果は maxG の影響を著しく受けるコア寸法と判断

される。これは試験法で許容できるばらつきとは言い難

い。50mm コア供試体の場合、ばらつきはポーラスコン

クリートのそれの上限と同程度の CV を示すものと考え

られ、 maxG ＝20mm の場合より厳しい誤差の限界値の設

定が必要となる。50mm コア供試体のみを採用するもの

とし、JIS と JCI エココンクリート研究委員会の規定から

推定した σ/d の設定状況を勘案して、ここでは誤差の限

界値としてより厳しい 75.0/ =σd を設定することとした。

この場合の必要供試体数として 7≥n を得る。誤差の限界

値の設定については，類似の既存資料の内容が不明なこ

ともあり、必要供試体数については検討の余地がある。 

ばらつく試験値に対しては、誤差の限界値を設定して

信頼性確保を図ることになる。 n を増加させることによ

る対応は可能であるが、この対応は労力と構造物の損傷

度の増加に繋がることから、供試体数は所要の信頼性が

確保できる最小の数に留めるのが適切な対応である。 

Gmax D I s CV
(mm) (mm) (N/mm2) (%)

[M-M] 22 3.10 10.4
[M- A] 22 3.22 8.5
[A - A] 22 3.30 10.2
[M-M] 22 3.15 9.9
[M- A] 22 3.30 9.8
[A - A] 22 3.39 14.1
[M-M] 19 2.67 11.6
[M- A] 20 2.71 8.3
[A - A] 20 2.75 10.0
[M-M] 19 2.71 7.0
[M- A] 20 2.72 9.2
[A - A] 19 2.89 13.6
[M-M] 42 2.69 25.8
[M- A] 44 2.94 26.7
[A - A] 27 3.17 24.0
[M-M] 41 2.90 16.2
[M- A] 41 2.94 19.6
[A - A] 28 3.16 33.1
[M-M] 43 2.36 14.8
[M- A] 30 2.37 16.8
[A - A] 9 2.35 14.1
[M-M] 32 2.34 13.8
[M- A] 37 2.53 13.9
[A - A] 13 2.58 19.6

n

20

1.5

LP

2.0

35

H/D

50

LP：上下の点載荷位置

35

1.5

2.0

1.5

2.0

50

1.5

2.0

40
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６．圧縮強度推定 

 

6.1 全呼び強度の sI について 
表‐1 に示した総ての呼び強度のコンクリート塊の実

験結果を、 maxG ＝20mm については表‐6 に、 maxG ＝

40mm については表‐7 にそれぞれ示す。ここには棄却

検定および破壊パターンや点載荷位置の区別は行わず、

全データに基づいた値を示している。いずれの呼び強度

においても、 sI は 4.4 で述べた LS =24 N/mm2 の場合と同

様な傾向を示している。 maxG ＝20mm の場合、いずれの

LS においても CV は 10％前後の値を示している。本研

究で採用した最小の max/GD である 1.75 までは、 maxG が

sI の変動に及ぼす影響は現圧縮強度試験（ 3/ max ≥GD ）

のそれの約 2 倍程度であると考えられる。PLT の適用に

よりコンクリートの sI を現圧縮強度試験と同様に安定

して評価できるものと考えられる。 

表‐6 sI の平均値とばらつき（ maxG ＝20mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、 maxG ＝40mm の場合、いずれの呼び強度におい

ても 35mm コア供試体の CV は 20～30％の高い値を示し

ており、 sI の評価が maxG の影響を強く受けてばらつく

ことを示している。5 章で述べたように供試体数の増加

で信頼性の確保は図れるが、現行の各種強度試験法にお

ける試験値のばらつきを考えれば、35mm コア供試体の

使用は原則として避けることが望ましいと考えられる。

50mmコア供試体のCVは 8～18％程度の値を示している

が、この程度のばらつきは前述したポーラスコンクリー

トの変動と同程度であり、試験法として受入れることが

できるばらつきの範囲であると考えられる。 

JIS A 1107 ではコア供試体の max/GD は 3 以上とする

が 2 を下回ってはならないとしている。 maxG ＝20mm の

場合も含めて、PLT の小径のコンクリートコアへの適用

は、試験法としての試験値変動の大きさを考えれば

25.1/ max ≥GD が下限と考えられる。 

表‐7 sI の平均値とばらつき（ maxG ＝40mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 コンクリート用の標準化式 

4.4 節で岩石用に提案された変換式を適用して 35mm
コア供試体の sI を 50mm コア供試体の sI への標準化変

換を強引に行った。岩石とコンクリートでは、鉱物粒径

と粗骨材粒径に大きな違いが有り供試体の均質性の問題

が浮上し、前節で述べたようにコンクリートコア供試体

ではコア径によっては maxG の影響を強く受けて試験値

のばらつきが大きくなる。ここでは(2)式のべき形式を踏

襲し、 maxG ＝20mm の場合について 35mm コア供試体の

sI を 50mm コア供試体の sI に変換（ )50(sI ）する場合の

べき指数の算定を行った。対象を絞ったことで適用は限

定されることとなるが、原点を通る線形式に単純化され

る。最小 2 乗法を適用して次式を得た。相関係数は 0.982
である。 

sss III 83.0
50
35 53.0

)50( =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=        (6) 

 表‐8 に換算値と実測値の関係を示す。相関係数が示

すように 35mmコア供試体の sI と 50mmコア供試体の sI
の間には高い相関関係があり、 maxG ＝20mm の粗骨材を

使用したコンクリート構造物の場合には、切取りに箇所 

表‐8 換算値と実測値の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age D I s CV
(days) (mm) (N/mm2) (%)

1.5 135 2.27 11.8
2.0 135 2.32 13.4
1.5 105 1.87 10.7
2.0 99 1.93 11.1
1.5 90 3.24 12.3
2.0 90 3.31 13.0
1.5 60 2.57 8.6
2.0 60 2.61 10.0
1.5 66 3.21 10.0
2.0 66 3.28 11.9
1.5 59 2.71 10.0
2.0 58 2.77 10.8
1.5 123 3.61 12.1
2.0 126 3.69 13.4
1.5 111 3.06 10.6
2.0 108 3.02 10.7
1.5 67 3.95 9.4
2.0 66 4.05 10.1
1.5 73 3.27 7.6
2.0 72 3.34 8.7

呼び強度 H/D

35

50

35

n

35

50

50

(　)内の数字はD=100mm コア供試体の f 'ccで単位はN/mm2

16
(15.6)

21
(35.4)

35

50

35

50

161

337

24
(31.5)

36
(42.9) 177

73

50
(51.5) 78

Age D I s CV
(days) (mm) (N/mm2) (%)

1.5 126 2.20 26.1
2.0 126 2.30 31.9
1.5 85 1.85 18.7
2.0 87 1.95 18.1
1.5 113 2.90 26.3
2.0 110 2.98 23.4
1.5 82 2.36 15.3
2.0 82 2.48 15.1
1.5 157 2.80 24.8
2.0 172 2.85 19.7
1.5 113 2.43 8.6
2.0 108 2.47 7.6

呼び強度 H/D n

35

50

35

50

35

50

188

532

11830
(32.2)

(　)内の数字はD=125mm コア供試体の f 'ccで単位はN/mm2

16
(21.6)

24
(34.4)

35 換算値 50
1.5 2.27 1.88 1.87
2.0 2.32 1.92 1.93
1.5 3.24 2.68 2.57
2.0 3.31 2.74 2.61
1.5 3.21 2.66 2.71
2.0 3.28 2.72 2.77
1.5 3.61 2.99 3.06
2.0 3.69 3.06 3.02
1.5 3.95 3.27 3.27
2.0 4.05 3.35 3.34

呼び強度

50

16

21

24

36

I s (N/mm2)H/D
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の配筋状況と部材の重要度に応じて採用コア径を使い分

けることも可能とになる。図‐8 と 9 に建築物からの

100mm コアの切取り例 16）を示した。図‐8 のような下

がり壁からは 3 本を、図‐9 のようなはりからは 1 本だ

けを切取っている。これは構造部材の重要性を考慮して

コア切取りによる部材損傷を抑制するための対応である。

ある部位から 35mm コア供試体（ DH / ＝2.0）を 5 本抽

出するとすればその容積は約 350cc であり、100mm コア

供試体（ DH / ＝2.0）1 本のそれの約 21％である。切取

り部位の欠損容積は大幅に縮小される。 

なお、 maxG ＝40mm の場合については、35mm コア供

試体の使用を避けることとしたため選択採用は意味を持

たない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図‐8 下がり壁からのコア切取り例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図‐9 はりからのコア切取り例 

 

6.3 圧縮強度の推定式 

 本研究では sI を圧縮強度推定のための指標として位

置づけた。以下に maxG 毎に両者の関係を検討する。 

(1) maxG ＝20mm の場合 
 図‐10 にコア供試体のコア径と DH / を考慮して、本

シリーズの標準コア供試体の圧縮強度 ccf ' と sI の関係

を示す。各ケース共に両者に線形関係があることが認め

られる。最小二乗法により直線回帰式を求めれば、各ケ

ースについて表‐9 に示すような関係式が得られる。い

ずれのケースも 0.95 を超える高い相関係数を与えてい

る。表‐6 に示したように、 sI のばらつき（CV）は 35mm
コア供試体の方が 50mm コア供試体よりも大きい傾向が

認められるが、35mm コア供試体の方が 50mm コア供試 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図‐10 圧縮強度と sI の関係（ maxG ＝20mm） 
 

表‐9 圧縮強度推定式（ maxG ＝20mm） 

 

 

 

 

 

 

体よりも高い相関係数を与えている。この関係式を利用

することで sI を用いてコンクリートの圧縮強度を間接

的に推定することができる。 

(2) maxG ＝40mm の場合 
図‐11 にコア供試体のコア径と DH / を考慮して、本

シリーズの標準コア供試体の圧縮強度 ccf ' と sI の関係

を示す。試験に供した呼び強度の種類が 3 水準と少ない

が、 maxG ＝20mm の場合と同様に両者の間には線形関係

があることが認められる。最小二乗法により直線回帰式

を求めれば、各ケースについて表‐10 に示すような関係

式が得られる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図‐11 圧縮強度と sI の関係（ maxG ＝40mm） 
 

表‐10 圧縮強度推定式（ maxG ＝40mm） 

 

 

 

 

 

D (mm) H/D 相関係数

1.5 0.984
2.0 0.985
1.5 0.953
2.0 0.953

直線回帰式

35

50

7.332.21' −= scc If
3.336.20' −= scc If
3.304.24' −= scc If
7.329.24' −= scc If

D (mm) H/D 相関係数

1.5 0.999
2.0 0.999
1.5 0.928
2.0 0.979

直線回帰式

35

50

2.181.18' −= scc If
0.220.19' −= scc If
7.168.20' −= scc If
0.223.22' −= scc If

15
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maxG ＝40mm の場合、回帰式の相関係数が高い値を示

しているが、これは LS の種類が少ないためであり、デー

タの追加のための実験を継続して行っているところであ

る。なお、表‐9 と 10 に示した回帰式は原点を通らない

式となっているが、 sI の物理的意味から直線の適用範囲

が自ずと規定されることは言を俟たない。 
 

７．結論 

小径コアを利用して構造体コンクリートの圧縮強度を

間接的に推定するために岩石試験で用いられる点載荷試

験法に着目した。小径コアを切取ることからコア供試体

の材料不均質性が顕在化することを念頭に置き、コンク

リートの圧縮強度、 maxG 、コア径、 DH / を主要パラメ

ータとする点載荷試験を行い、コンクリートの圧縮強度

推定法としての適用性を検討した。生データおよび破壊

パターンに基づくデータの棄却検定は今後の課題である

が、本研究で得られた知見を以下にまとめる。 

(1)PLT によるコア供試体の破断面はモルタルの引張破

壊痕の中に骨材剥離と粗骨材割れが混在する様相を

示し、 DH / ＜1.0 の場合には割裂型の破壊パターン

が卓越する。コンクリートであっても、ISRM の指針

が示す DH / ＞1.0 の規定の妥当性が確認された。 

(2)上下点載荷点の組合せとして、［骨材‐骨材］の組合

せは sI 大きめに評価し CV も大きくなる傾向を与え

た。この組合せを避けることで、ばらつきが抑制さ

れより安定した試験値が得られるものと考えられる。 

(3)JIS 等の試験法が考慮した試験値のばらつきが不明

であるため、この推定値に基づいて sI の評価に必要

なコア供試体数の検討を試みた。 maxG ＝20mm の場

合には 5≥n 、 maxG ＝40mm（D=50mm、 DH / =2.0）
の場合には 7≥n として良いと考えられる。 

(4) maxG ＝40mm の場合、35mm コア供試体の試験値は

粗骨材の影響を大きく受ける。このコア径の採用は

原則として避けることが望ましいと言える。小径コ

アを用いた PLT の適用は、試験法としての試験値変

動の大きさを考えれば 25.1/ max ≥GD が下限と考え

られる。 

(5)JIS A 1107 に基づく標準コア供試体の圧縮強度 ccf '
と sI との間には強い線形の相関関係があることが確

認された。この関係式を利用することで、構造体コ

ンクリートの圧縮強度推定に小径コアを用いる PLT
が適用できると言える。 
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