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複合円盤部材の応力波動解析と内部構造の
標定竜こ闘す馨研究
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1。まえが潔

　老朽構造物の増加に伴なって構造物の健全度を診断し適切癒維持管理および補修改築を実施する必要性
　　　　　　　　　　　　ドが近葺高まっている。塾し駐，．麟，炬このよう獄曲金度診断を実施する叛めには、構造物の現況調査をより正

確に得ることが三婆であるが、構造物の船出度董診断する手法の憎つとして一般に非破壊検査法が用いら

れる。演た岡様の闘的から構造物の振動性状壕解析することよりその構造の剛性や減蔑係数の蛮化を同定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　こ　

しょうとする研究が行癒われている．3，謝鉄筋コンクリート部桝のような複合桝料部材に非破壊1灸査法

髪応用する濠め也こは応力波の面面．屈折、反射等の激乱挙動を明らかにする必要があり、まだ逆にこのよ

うな応力波の散乱挙動ゑ応些し’て、内部構造厳標定しょうとする韓みが丹羽ら5L6，にようて行なわれてい

る．　このような罵とから本研究では複合桝料部材の動的特性の基礎的資料を得ること壕圏的として、複

合円盤部材壕対：象に二次元応力状態での応力波動特性壕検討し叛結果類報告する。理論的解析の慕礎式は

こ鷹同心円柱に対して松岡ら7，・9，により用いられ叛Fourier一｝lankel変換ここよる解式髪二次先応力問題に適

罵し灘ものであ勢、これにモード解析法と入射波のDuh翻el積分董応用しぬ動的応答解析理論を付加し痘も
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のである。　実験的研究では18種類の相異なるll、ciusiQnを蒋する供試体について応力波の逓過と反射を応

用しぬ解析鮪果について報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

2。複合円盤部材の動的応答解析

（1）基礎理論式

　図五に示す中空円盤部材に対して円盤半径方向にr軸、円周方向にθ軸を2

とり、変位成分をそ．れそれu、V、応力成分をσ，、σ駐、τ田と：すると運動

方程式は物体力を無視して次のようになる。

　δσr　　σ曾一σ「　　δγ「9　　　　δ2U
　　　　十一　　　　十　　　　　鑑ρ
　　　　　　　r　　　　rδθ　　　δも2　δr

碗1．，

P

φ　　o

α1

3

ここでρは弾憎体の密事、tは時闘である。また応力と変雄の関係にはLa111との弾性定数μ，λを用い、極

座櫟衰示のllookeの法則壕用いる。

　動的応答解析では固蒋振動と強制振動とに分寓鍾して計算することとし、モード解析法における固有ベク

トルの係数は初期条件髪満足するように決定する。固有振動数は、構造の境界条件、適合条件から得られ

る固有値方程式に対して繰返し計算法を用いて得られる固有値から求められる。まね、モード解析法にお』

ける二二ベクトルの重み係数は初期条1牛を満足するように決定する。時間tについてはし卸lace変換による

解法も考えられるが、ここではモード解析法を用いるので固有振動に対して各変位、応力成分を次のよう．

におく。

　　　　　　　　　　　　f（も）　離　　f　sin　〔）　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

施だしωは固有円振動数であり、固有値解析により決定される。

式（2）華華（Dに代入し、半径方向にllankc1変1興、円周方両にFOurieri餐換を行い、円盤部材の内径をa2、

外径をalとして式（Dを解くと、解は次のようになる。　D・2，

　　　　～　　　　1　　σ◎　　　　～　　　　～
　　　　u　麗一　ΣCm　（A団r十　B剛r）』cos　mθ　　　　　　　　　　　（3）
　　　　　　　　寛　　襯竃0

　　　　～　　　　1　　◎o　’　　～　　　　～

　　　　v畿一Σ　（Am卜B醐うsin　mθ　　　　（4）
　　　　　　　　π　　剛司

λ一捻1｛轟Ψlll（Nμr）［毒…＋（・・DA・K＋（・一1）・・k］

・、、婦Ψ誘1（N。r）［ゐβ・K＋（・・i）A…（・一D…］｝（・）

憲一譲1｛一読Ψ‘ll（　　　　　　　　　且Nμr）［一α。k＋（醐　　　　　　　　2μ）婦（・の・・k］

　十
　　　2μ＋λ、

ここでC尉罵1／2、

・1Ψll’（Nl，）［

　　Nα

　　　C”ド亘（照＃0）

　1　一βmK十（剛＋1）A旧k一（構一1）B旧k］｝．　（6）

　2μ
、梅2留ρω2／μ、Nα2瑠ρω2／（2μ十λ）
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　　　　　　　　こぬ　　　　　くり

また式中の関数Ψmp・Ψ冊gは
　　　　　　　　　　　くゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ひ

Ψ謬〈N侃r）罰｝〈lli・・（N「）、Ψll’（塩，）買Rll；0・（N「）（・）

　　　　　　　　　　R恥，禰　（Naレk）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R瞬、概　（Nak）

　　ぱユ
　Rn．棚（Nr）畿Jn（Nr）Y淵（Nak．1）一（一D隙崩Y囲（Nr＞　Jn（Nε彰K－1）（8＞

ここで」臥Y旙はそれぞれm次の第且種、第2種Besse　l関数でll罰一1，糊1＋1、隅，2、　a②濃a2である。書

らに式中の係数α，β，A，　Bは円盤の内外表面の変位及び応力で与えられる次のようなものである。

　　　　　　2冗～
　　α爾κ 調　∫　　　 γrB　 6　　　　 ■　　sill　mθ　 〔量　θ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （9）

　　　　　　日　　　　　「竃aK

　　　　　　2π～
　　μ。k罵∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）

A吊K麗

　σrl　　　c（♪smOdθ
臼　　　　　r器ak

　量　　譲冗～

一一　　　　｛u1
2aK　②
　髭　　伽～

一一　　　　｛Ul1
2aしk　日

　　　　　　
　COS嗣0十vl
r罵aK　　　　　　　　　　『窒ak

　　　　　　　COS　照θ一v　l
r窪aK

sin㎜θ｝dθ （11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sinr鴨θ｝　dθ　　　　　　　　　　　（12）　　B吊K竃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r嵩ak
式（3）～（12）で与えられる解は左右対称の条件を満足する。以上において中空円盤についての鯉を示し痘が、

円盤の場合も全く同様にして求められ、式（5）B（6）でa2霊0とすることにより与えられるみこのと寮Kは

1のみとなり、式中の関鍛は次のようになる。

　　くり
　Rn，田　（Nr）　麗Jh　（Nr）　　　　　　（　r1農　縦一1　，　縦　，　r鮒＋1　）　　　　　　　　　　　　　　　（13）

（2）　動的応讐解析

　本研究では図2に示すよ1うな複合円盤部材の解析厳対象としているので、ま

ず次の適合条件を満擁しなければならない。

　　　　　　　　　　中空円盤に対して　　A柵1

円盤に対して

～l
B揃r1

2
醗

～
A

r豊aK

r謬aK

r駕a2

aKA恥k

勘kBmK

a2Am2 　～2、　Bmr　1　霊
　　　　r窪a2

さらに円盤の内外面の境界条件として

i）複合円盤の外面で

　　　　　rrrgl　豊：0　　　　∴　 α吊1鰍0

　　　　　　　『臨a1

　　　　　0・rl　：豊P（θ，し）
　　　　　　　「豊al

iD複合円盤の内面（境界面）では

　　　　　ull　　認U21　　、Vll　　霊V2！
　　　　　　r窒a2　　　　　　r窺a2　　　　　　r霊a2　　　　　　r£a2

　　　　　　　　　∴Al、畿A鼠，、Bl，訓31，

（M）

a2B噺2　G5）

　　　1

　／　　　　　　＼
　ノ　　　　　　　ヘ

ノ　　　　　　　　　　　　　　へ

1貿顛
へ　　　　　　　　　　　　　　　
、　　　　　』　　　　　！
、　　　　　　　　　　　，

　、　　　　　　　　　　，
　、　　　　　　　　　　　　’

　μ1λ1ρ巳

図2複合円盤部材’

q6）

（17）

（18）
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　　　　　・1叫。〆ol障a2　∴・1・一・1・　　　（19）

　　　　　・II鑑・ll　　∴β1，麗β12　　　　（20）
　　　　　　　r瑠a2　　　　　　　　　　　　’r竃a2

ただし式G4）～（20）の舗の添字且，2はそれぞれ媒体L2を示し、右下の添判，2はそれぞれ境界

面・駿示す・従って複合円翻附の固有剛罪数ω（階2励は式（14）～（20）で与えられる固有働程

式の搬として求めることがで断る。

　境界での応力と変位からなる動的二五ベクトル｛U｝は固有振動部分壕｛U｝。、強制振動部分を

｛磁｝，とすると次式となる。

　　　　　｛ω罵｛u｝。率｛ω，　　　　　　　　　　　　　　　　（2D

｛U｝gは強制力の壷振1躍動数を釜Pとすれば、

　　　　　｛u｝，麗｛u｝§sh1ω。北　　（ω。・2フ芝fD）　　　　（22）

まな複合円盤の固有円塚動数をω1（1司，2，。・。）とすれば

　　　　　｛u｝⑧盈tvコ・｛Ulslnωlt｝　　　　　　　　　　　　　　（23）

ここで［V］は固膏ベクトルからなるマトリックス、｛Ul｝は来知係数ベクトルである。変位速度、応力

速度は式（2Dをtで微分して、

　　　　｛ω當ω，｛d｝§C・Sω。も＋㈹｛UlωIC。Sω1t｝　（2の
ここで初期条件（ち畿0）』より

　　　　　　　　員‘
　　　　Ul盈一一［V】一1（｛U（0）｝一ω，｛ω向，）　　　　　（25）
　　　　　　　ω1
滝だし｛α（0）｝は初期四度を示し・周期的強制力がない場合は（〉内の三盆項が消える。

　本研究の計算では計測渉）ら得られだ入射波の初期二度データを入力することにより、診uh訓el積分髪用い

て時刻歴応讐を求める方法によr）て動的応答解析を行なっている。

　　　　　　　　　　　　「

（3）内部構造の遼いによる固有振動数の変化

　被合材料部材中を｛三番する応力

波勤の遽度はその波畏と部材の寸　畿且軸対称モード（解0）の

法の比および波長と強化材料の配　　　　圃蒋振動敵の比較G12）

置の闘係により分散することは良

く知られている。9｝さらにその伝

播する応力波動は内部構造の影響

を受けながら受備点に到遷；する．

すなわち旛力波動は入射初期に入

射センサーの共振周波数に近い振

動i数で振動しながら噴出するとと

もに、その後構造全休の固有振動

の影響を受け、内部の情報勘もら

いながら到面する。したがって地

震学で行なわれているように到達

し掩応力波のスペクトル解析結果

から内部構造による影響を検出す

表2逆対称モード（解Dの
　　　固唾振動数の比較G12）
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ることが可鮨である。こ：のような観点がら本節では数纏計鰍こより内部構造表3第一分枝に対する

の避いが麟蒋鑛私訴に及ぼす影響について験討す祷．

　数縫計箪では前述1ノた籔深省方程式に対して押脚纏は無限ζこ求ま馨が以下

の毒察で1よ低次の前廊数に対して検討す悉。まだ高次の振勤数に対する拍動

懸一ドは加西に集中する分布形懇となる。蓑璽には弾盤係数比私／臨月7，

密度比ρ1／ρ2濫3、ラ列盟0。25，晦罵0．3の場含の襖合円盤部材のm溜0

（軸対称モード）に対する固禽振動数を勘／a1溜（》，1／6鮮1澱，レ3の∠盈ケ

ースについて、第四5分枝まで比較している。ここでの数値計算例では愚ルタ

ルと鉄筋による複合円盤のモデルを想定しているがモルタルと岩石の組合せ

による複合円盤部材の結果は碗／al躍0（モルタルのみ）の場合と、　a2／

a1の比の組合せに応じだ値との中間の瞳になる、嚢丑の結果によればa2／

鋤が大潔くなると低次の固有振動数は小さくなるが、高次の圃有振鋤数は全

体的には大潔くなる傾向鞭ある，

　表2には同じ細合黛の徽慨に対してm認1（逆対称モード）に対する圃有

振動数癒比較しているがこれらの結果は表旦（m溜0）の場合と同様の傾向

にある⑪次に表3にはmの各モードに対する第豊次分枝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユロぽ

の値をそれぞれ比較している。用いだ数値は表1，表2

の場合と同様である。これによればm幽0とm畿1の場

合は勘2／脇1が大紫くなるほど固宿振動数の値は小さく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
なるのに対してm豊2～4の場合は逆に大潔くなる傾向

にある。またm閣5以上に対する値はモード分布が表面1

に集中する渤同一の燈となり内綱蒜造の違いの影響はL、．、

みられない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

固有強勢徽の比較く肱）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図3A種センサーの入射波形

（4）入射波長の違いによる動的応答の変化，

　前述したように複合材料部材’に入射された応力波動は　3’2

入館センサーの共振周波数に近い振動数で伝播するとと

もに構造全体の固有振動による影響を受けるが、この場

合伝播する応力波動の波長によってこの影響の程度やそ

の嶺動に違いがあらわれる。このような観点から以下に

2種の異なる入射波畏に対する計算結果駕ついて検討す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロきコる．本研究の実験計測シスデムでは入射センサーとして　　0　　　　　　　50　　　　　　　10卿S，．

A種（周波敬150kl12＞とB穫（周波徽350kl12）の2種類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4B種センサーの入射波形
を用い受信センサーはこれらの振動数に十分追随しうる

感度のものをそれぞれ用いている。一般に入射センサー近傍の媒捧の振動波形は実験的には眠圧の変化と

して得られるが、これ猿媒体の振動振幅に換算するだめには多くの因子に依存している炬め、正確な1直が

得られない．従ってここでは数値計算に用いる入射波形としてモルタルに対して実験で得られた電圧の変

化を入射位置近傍の媒体の振動逮度に相似なものと見なして、相対的比較のみを主眼として検討を行なう

こととする。入射波形は4096個のデータからなる波形であるがこれらの計測方法の詳細は次章で述べ

ている。本節の撒値計算では上記の入射波形壕さらにサンプリングして500個のデータに変換し、　式

（25）の｛U（0）｝の値の変化と見なし、これをDuha肥1積分することにより応答を求める。図3と図4には

積分に用いるA種とB種センサーの入射波形をそれぞれ示している。縦軸は電圧（V）である。図1を参照
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して、鉄筋とモルタルの弾性係薮姥㌦／露1岬、欝穫比趣／　・

ρi毅39レ2畿0・3望め竃9・畿5うφ麗麗〆4⑪9鷹取15αi㌧

助蝿q莉としねと藝の荷薫炉脚下の振勧速度の応讐計算結

果をA鑛、菱3糧に対してそ轟それ隠5と図6に破線で示し　◎

ている。実際の誹算では圏蕎値の数が旧年方糧嚢の鷺数に

よって園定集れるので固有値髪で潔るだけ多く参照するだ

め図2に破線で示しているように、仮想の境界を設けて、団

振動方程式の元数を必要な数だけ増加させている。談た固

有1直は接近しているものがあれば固有ベクトル［Vコの逆

行列の性質が悪くなるのでいずれか一方を採用するなどの

辮薩行なっている・mは20項とっている・図5と図6の2

三値計算結果の比較をすると図5では図3の入射波形にほ

ぼ近似しておりこの場合には固肯振動の影蟹は小さいもの

となっているのに対レて図6では固有振勤の影響が比較的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
初期から現れ、徐々に入射波の影響が消えていく状況がみ

られる。

　一般に圧電型振動子による固体への入射においては縦波

と横波の糊が発齢る。隙のP点で入邸重舗厳蜘…20

対面の1点に到達する過程で、内部構遊の影響を受ける。

また、第且波のP波、S波が到遠するあたりでは反射屈折
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図6振動速度応答の比較（B種）

等による散乱の影響が少なく、本研究の数値計算に近似する動的応答となることが予想される。このよう

な観点から図5と図6にはそれぞれの条｛牛で実験により得られた波形を振幅凝調整し、S波の先頭付近に

着駕して計算結果と比較して示している。両者の傾向はほぼ一致する結果となっている。

3。実験的研究

　本章では複合円盤部材を対象として、応力波動の選過、及び反射雛動を実験的に計測、解析することに

より複合円盤の内部構遣の形状や性質の違いが応力波の伝播にどのように影饗するかを検討した結果ζこつ

いて報告する。

（1）実験概要

　実験供試体は直径30Cl貌、厚さ3c税のモルタルの中央に表

4に示すような18樋類のinciusiOhを内包させたもので、

それぞれの複合材料部材の材質、弾性定数、弾性波速度等

は事前に調査した、母材のモルタルは縦波速度4．3km／s、

密度2。133劇。胤3である。これらの供試体の種類や形状の決

　　　　　　　　　　　　定においては、鉄筋、ひび割れ、空隙、付着剥離等のモデ

ル化を想定するとともに、』実験から得られる応力波の波動

的考察において前章での解析結果を応用することを意図し

ている。実験に用いた計測シスデムは図7に示すようなも

のであり、入躬センサー（TranSl翁itter）には肖稼章で述べ

たA鰍B種の2種勲1恥ている．ま綬信センサー

6　5　ム

7　　　　．3

812P・・曲
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（Receiver）には上詑センサーの振動数に十分追随できる周波

数特性のものを用いている。センサーはNF回路（株）の製晶

であ妖センサーの取り付けには特別に開発したセンサー支持

義置を用いている◎Trans爵慌erにはPulse　Gener飢orより電圧

蔓OV、継続蒔間10μsの方形波を加えて供試体中に応力波を入射

し痘。供試体中の入射点近傍の入射波および到達繊諏eceiver

で受信され、増幅装置を経て最小サンプリング間隔50nsの

T陥nsienし←1emoryに野口込まれる。以下では応力波の四過特性

およびlnclusionからの反射波到達によるlllclusio11の位置標定

癒検討すること凝目的としているが図8にはこの場合のセンサ

ーの配置状況を示している。

（2）データ処理

　図心においてP点¢）TranS旧itterから入射され痘応力波は1臣

clusionの影欝を受けながら盈点に到遣するとともに反射等な繰

返しながら即する・瞬がって且煎こ到達した到達初期の波

形解析を行なうことによって内部構造の違いによる変化を検討

することがで憲る。反射波到騰の解析においては解析に先立ち

モルタルのみの供試体ほついて各点の到遷波形を得る。次に複

合円盤部材の場合の到達波形から、前記のモルタルのみの場合

の波形を差し引憲、反射面での応力波の位相の反転などを検出

することにより、反射波の到達時刻を決定することがで潔る。

表4旗合円盤供試体の種類

稀弓・ 旦」1．⊥」髪一」1L一
1寸　　法（旧俄）　一層，一一一．一．　

　　曽ｬ。　l モルダル 基1‘t供試体
闘
0
2
－
r

翻03 小円販 φ50

No　1 中円販 φ75
PJo　5 スタイロ 大円坂 φ1σ0

貿06 フォーム 楕円阪 100×50

闘07 楕円板 100×75
No　8 1而円板 100×10
N
o
　
9
一
L

iE三角阪 一辺IOO
踵010 小円1庚 φ50

替oU 軟　石 中　円　模 φ？5

Nd2 大円1疑 φ100
No13 小円概 φ50

陛u14 空｝n 中円販 φ75
艦。！5 大ri振 φ100
陛oi【； 小円販 φ50
NDI7 中円販 φ75

智018 候筋 大円板 φ田o

Nuω 大門板 φ100
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荊述のように応力波は先頭めP波とS波により構成されており、（a）愚ルタル供試体　　（b）複合円盤部材

さらに継続時間が長くなると複雑な散乱を繰り返しながら減衰　　　　図琴位置標定センサー配置

するので・上嵩己の反身倣の解析聴1膣棚肱眼興れる・

（3）スペクトル解析結果に及ぼす内部構造の影響

邸のP雑輩㌦。・・…肌・　　・。u・，
ら入射し対而の

蓋点に到達し叛

応力波のスベク0．5

トル解析を行な

い、そのスベク　　o
トル図を比較す　　⑪　　　　　　200　　　　羅臼、1

ること：によって　　図9供試体No・1のスペクトル図

内部構造の影響
　　　　　　　　1。o
がどの様に現わ

れるか癒定性的

　　　　　　　o。5に検討する。2。

（3）の項で述

べだように、内　　⑪
　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　 200　　　　’　　　　争εIR翼｝

部構造の変化が
　　　　　　　　　図H供試体No。i7のヌベクトル図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一64一

1，0卜1画竃殴32B旦2・1
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目615茸

　o
　o　　　　　200　　　　11臼、1

　図孟0供試体No，16のスペクトル図
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0　　　20。　　を1臼、1
図12供試休No。田のスベク1・ル図



固有振動数に影響する程度は小さく、その検出は一般に容易ではない。またlnclusiOnを通過する応力波

にlnclusiα1の備報がどの程廉含まれて到達するかも明確ではない。したがってスペクトル解析による此較

検討では理論的根拠の明確なもののみ検討可能であることから、ここで褥られだ結果の中から特徴的な傾

向を示すもののみ凝ピックアップして示すことにする，まず図9には基準として供試体　No。1のスペクト

ル出動示す。この図の特徴は150kl12付’近でセンサーの共振周波数が卓越している。次に図10、図U、図12
　　　　　　　　　　　　し
にはそれぞれ供試体No。16、　Ho．17、　No．18に対して鉄筋がφ50、φ75、φ100と増加する場合のスペクトル

図凝示している。これらの比較からは鉄筋径が大嚢くなるほど50kl12の前後に大きなピークの振動数がみら．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’竃m　　　　　　　　　　　　　　　　　吐バmれ内部構造の影響がみられる。

（4）lnclusiO11の大きさが到趨時間

　　　に及ぼす影響

　荊述のようにP点で入躬された応力波は
　　　　　　　　　　　　　
lnclusionを透過したり回折しながら対面

の鼠点に到歯する。したがってlnclusion

が母材より弾性波速度が大毒ければ到達時

間は母材のみの場合より小さくなり、逆に

弾性波速度が小さければ到爆時間は大潔く

なる。またこれらの状況はlncluslonの大

憲さによっても影響を受けるとともに、伝

播する応力波の波長によってもその影響は

異なる。このようなことから図13には円形

lr｝clusionを有する供試体についてP点か

t1

01

qg

0β

遮
刈／　

　甑◎匂
　　　　『喚．
　　　　　、、
　　　　　　、、
　　　　　　　、、
㊥　・…　微　　　筋　　魍

ロ　一　狸　　　滞1

”宏＝：嶺，イ。石

　　　　フオ・一ム

50　75　100mm
　　90レ904
　　1m窓6B．45P5

　　（DA種

1．1

1．0

09

0．8

＠』町陶馬穐

　　　句軌、、
　　　　　・、、、魯

醗　…・　1実　　　筋

口　・一一　空　　　滞1

：：：τ1警，。，石

　　　　フ矛一ム

50　　75　　100mm
　　906－906
　　tm雪68．05μ3

　　（2）B種

図13P波到鷹時間の比較

ら鼠点へのP波の到達特間も董母材のみの場合の到遠時間もmで無次元化して示している。横軸はlnclu・

sionの直径を意味している。ま恩命13G）はA樋（i50kl12）、図13（2）はB種（350kii2）の入射センサ脚の

場合についての結果である。これらの図によれば　　　　　　6　　　　　　　　　　「5

全体的にはlnclusiOl油‘鉄筋の場合には直径が大蓮　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　，

くなるほども／もmは旦より小さくなり、その他

の空洞、軟石、スタイロフォームの場合にはいず　護．

れの場合にもt／色mは丑より増加する傾向にあ

る。　（この場合軟石自身の弾性波速度も母材より

小さいものである。）議た図13（Dと（2）の比較で

は（1）の場合の方が応力波の波長が長いめで、1臣

clusiα1が鉄筋の場合（破線㊥印）のt／tmの減

少傾向が大潔くなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

（5）反劇波面析による内部構遣の｛立置襟定

　3。（2）で述べた手法により表4の各供試沐

についてlllclusion位置標定凝し彪結果の一例髪図

14に示している。この場合使用し痘入射センサー

はA種（150k陀）である。実験では図8のように

外周を8等分しており、得られた反射位置覆眼中

の黒点で示している。談た概定1呉差については各
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5にまとめて示している。単位は。用であり、各供試体に対するデー

タ数はそれぞれ8個であ愚。全体的傾向としてはlnc｛usiO11が円

形の場合、1角clusionの薗径が大きくなるほど標定精度はよい。ま

たlnclusionが軟石の場合（No。10gNo。ll，No12）はlnclusio11のど

の場合もほぼ平均誤差且α似下で標定志れている。ま炬その他の

lnclusionの場合小さいlhclusiO11の11寺は平均誤差が1C㎜～2cmと

二二くなって辱いる。讃だ偏平率の比較（No。5，No。6，No。7，No。8）で

は江平率が二二くなるほど誤差は大諸くなっている弓またこれら

の標定精度にはlnclusionの1聴による反射面の変化が影響してい

る。No。20のスリットの場合は入射波の方向による誤差の変1ヒがみ

られスリッi・と平行な入射方向の場合は標定誤差は大潔くなって

いる。No。19はNo。18の鉄筋とモルタルの付着面積を半減きせた場

合であるが今回の実験では有意な差はみられなかった。

二一ついてずれの駄値・最小‘直及び平均値・旧離頓表臓合円盤鰍1㈱腱1綿表葛複合円盤供試体内部標定誤差
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（6）入射波の波長が標定鯖度に及ぼす影響

　2章で述べたように入射波長が異なるA種とB種の入射センサーの地較

では複合材料部材の応答性状が異なりB種の入射センサーの場合の方が比岡

較的長い継続時間GOO～200μs程度）で見ると構造全休の振動性状の影’

響を受けるものの、入射初期にはセンサー自身の共振波形が車越している。

このようなことから、本論文のようにP波の到達時間によってlnclusiOliの

位置標定をする場合には、入射波長の小さい場合の方が襟定精度が上がる

ことが予想される。図15にはNo。韮5，　No。16，　No。18の3個の供試体について

A種センサ国（轟印）とB種センサー（○印）のそれぞれについて位置標

定し炬結果を比較している。これによれば全体としてQ印の方が櫟定精度

が向上している。ま叛二重5（2）のNo。16（φ50）の場合においては全体とし

て標定位置のばらつ潔が小さくなっている点が特徴である。　　　　　　　4

4。結　論

　複合円盤部材についての応力波動に上する解析の結果得られね事項髪要

約すれば次のようになる。

　（豊）半径比a2／翫の異なる複合円盤部財の固有振動数の変化を調べ

海結果全体としての変化は小さく、まだa2／a乳が大量くなると低次の固

肯振動敵は小さくなるが、高次の固有振動数は全体には大きくなる結果と

なる。ま拒円周方向のモード数が5以上となると半径方向分布は表繭に集　4

中する弘め、内部構造の違いの影響は少なくなる。

　（2）入射波長の異なる2種類の入射波形に対する応讐計算を行なつ痘

ところ、入射波長が小さい場合に対して入射初期にはセンサーの固有振動

が卓越し、徐々に構造全体の固有振動に移り変わる結果が得られた。

　（3）実験的研究におけるスペクトル解析では鉄筋径の異なる3個の供

試休について比較し痘結果、鉄筋径が大きくなるほど50kl12荊後に大嚢なピ
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一クの振動数が現われ、内部構造の影響がみられた。

　（4）遜過波の到達ll寺問に及ぼすlncIusi。nの大審きと材質の虚いによる影響を訓べた結果、　lnc1Usio11

が鉄筋の場合には覧／もmは1より減少する結果となつゐ。

　（5）反射波を解析することによりlnclusiOnの標定を実施した結果では、　lncIusio11が大憲くなるほど

標定精度がよく、まだ偏平率が大きくなるほど精度は悪くなった。従ってこれらの標定精度にはl11CIU・

sionの向きによる反射面の変化の影響が無視できない。

　（6）入射波長壕変えて標定精度を検討しだ結果、波長が短い場合の方が標定精度が向上することが確

かめられた。

　複合材料部材に応力習寅勤を応用して、構造物の健全度診断を実施するためには、今後多くの研究を必要

としており、本研究がその一助となれば幸いである。本研究の実施にあたっては昭和61年度、62年度文部

省科学研究費一般研究C（代表書大島俊之）及び昭和6甚年度文部省科学研究費奨励研究A（研究者三上修

一）の補助を受けまし炬、ここに深く感謝致します。また、実験の実施に当ぬっては北見工業大学卒業の

矢団泰也：醤（現NTT）、佐藤智君（現北海道測璽図工社）の援助を受けました。
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