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弾性波速度と材料構成則を用いた
コンクリート損傷評価の実現可能性に関する研究
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Abstract
This paper suggests a method which can estimate not only the existing state of concrete but also the cause of
damage such as time-related deterioration or performance degradation. The method is composed of elastic wave
theory and the constitutive relation of material. First, we measured the travel-times of elastic waves between
many pairs of points on a spalled concrete slab, and also a spalled concrete slab with a hole to discuss the
differences of travel-time with/without a hole. Secondly, we investigated whether we could apply the linear
travel-time interpolation method to estimate the figure of the slabs. Lastly, the method which could estimate the
damage using the combination of travel-time and constitutive relation was proposed. The results showed that the
method was capable of predicting the present damage condition and the cause of the damage in the concrete
fragments.
Keywords: Linear travel-time interpolation, Constitutive relation, Elastic wave theory

1．はじめに
日本の土木構造物の多くは，近年老朽化に伴う様々な
劣化が問題となっており，低コストかつ効率的に維持管
理を進めていく事が課題となっている．国や自治体では，
施設や構造物の供用期間における総費用の最適化を図る
ことを目的にライフサイクルマネジメントの導入が進め
られている．このように供用年数 50 年を越える土木構造
物の修繕や造り変えが必要であるにもかかわらず，公共
事業費の大幅な増加を期待することはできない．このよ
うな状況下では，新規構造物の建設費よりも限られた事
業費を効率的に運用する必要がある．その目的を達する
には，既存の構造物の劣化の早期発見・早期修復の過程
を考慮して，緊急度に応じた維持管理を行っていくこと
が重要である．
我が国の社会資本に数多く利用されているコンクリー
ト構造物においても，維持管理に関する同様の問題をか
かえている．コンクリート構造物の劣化の例としては，
ひび割れや，コンクリート床版の抜け落ち，コンクリー
ト片の欠落・剥落などがある．今後，膨大な数の土木構
造物が老朽化することを踏まえると，小規模な事故だけ
でなく，崩落事故につながる大規模な事故が生じること
*1
*2

が懸念される．
なかでも土木構造物の内部欠陥は予測が困難であり，
非破壊試験を実施して，コンクリート内部の局所的な損
傷を早期発見する必要がある．現在までにコンクリート
の内部探査を目的に，超音波法を用いた研究事例は数多
く存在するが，振動測定を用いた衝撃弾性波法では 4 方
向から測定して空洞を検出した報告 1),2) があるにすぎな
い．これらの方法は，いずれも内部の現状を把握する方
法であり，その結果を受けて補修を行うことになる．し
かし，コンクリート内の劣化・損傷を把握し，適切な補
修がなされたとしても，原因となる事象（過剰な局所応
力・経年劣化・繰り返し応力や疲労など）を放置してお
けば，同様の劣化・損傷が再度生じる可能性は高くなり，
場合によっては補修することによって他の箇所を劣化・
損傷させる原因ともなりかねない．すなわち，劣化・損
傷の検出は，その原因となる事象をも含んだ形でなされ
る必要があると考えられる．
本稿では，コンクリート部材内の弾性波速度ならびに
材料構成則を組み合わせることで，構造物内部の劣化・
損傷の程度を明らかにするとともに，損傷を生じさせた
原因 が 何で あ るの か を予 測 する た めの 手 法を 提 案す る
（Fig.1）．上述したように，損傷・劣化を生じさせる原
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Fig.1 Possible causes of damage to structures
Table 1

Mixture proportions of concrete
Unit content [kg/m3 ]

Chemical admixture [ml/m3 ]

Gmax
[mm]

W/C
[%]

W

C

S

G(1510)

G(1005)

AE

15

60

185

308

840

552

368

769

Stress [MPa]
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0

500
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b) Concrete slab with a hole

Fig.3 Stress-strain relation of concrete specimen

Fig.2 Specimen dimensions (unit in [mm])
因は，地震や過剰なプレストレスなどの局所応力・経年
劣化や化学反応・繰り返し応力による疲労損傷など多岐
に亘るが，それらの要因が剛性延いては弾性波速度に影
響を及ぼすことを利用して，弾性波を利用した非破壊検
査による劣化・損傷要因の推定が実現可能であるか否か
について検討を行った．

2．実験の概要
2.1 供試体の概要
後述する解析手法がコンクリートに適用可能であるか
否かを判断する資料とするために，コンクリート供試体
を２体製作して実験を行う．コンクリートの配合を Table
1 に示す．コンクリートの配合は水セメント比 60％と設
定した．供試体の養生は，打設後 24 時間で脱型し，91
日間の水中養生を行った．

供試体の形状は，500mm×500mm，厚さ 100mm の正
方形板である．１体は内部全体が詰まったもの（中実供
試体），他方は板の中央部に直径 105mm の空洞を設けた
もの（空洞供試体）としている（Fig.2）．
供試体作成と同時に圧縮強度試験用のφ100×200mm
の円柱供試験体を作成し，板供試体と同一の養生条件を
経たのちに，一軸圧縮試験を行った．コンクリート圧縮
強度試験の結果を Fig.3 に示す．この結果から，供試体
のコンクリートは標準的な材料特性を有することが分か
る．なお，初期弾性係数として 30.0 [GPa]が得られた．
2.2 弾性波走時の測定方法
中実供試体・空洞供試体ともに，固定した３個の鉄球
を支点として設置した．走時の測定にあたっては，計 12
箇所の加速度計を設置して，起振点（以下 SP）ないし受
振点とした．測定の概略を Fig.4 に示す．
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測定は，Fig.5 の加速度計測点のうち No.6,7,8,9 を SP
とし，各々の SP に対し，残りの 11 ヶ所の受振点での加
速度を測定した．起振は SP の上部 2cm をポンチで打撃
した．またデータの信頼度をあげるため，各箇所 4 回ず
つ測定を行った．これらの条件で，加速度を 10s 間隔で
記録し，中実供試体および空洞供試体の二点間の弾性波
走時（伝播時間）の計測をおこなった．
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Fig.6 Observed traveltimes between shot points and receiving
points (spalled concrete slab)
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2.3 弾性波伝播時間（走時）の測定結果
測定された走時の例として，打点 6 ないし 9 を叩いた
場合における全測点までの走時を，中実供試体，空洞供
試体それぞれについて，Fig.6，Fig.7 に示す．両図におい
ては，SP が打点 6,7 の場合における走時を上段（SP=6：
赤字，SP=7：青字），打点 8,9 の場合における走時を下段
（SP=8：赤字，SP=9：青字）に示している．
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3．解析手法の検討
3.1 順解析手法
トモグラフィ技術を応用した屈折弾性波探査解析にお
いては，まず到達点に至る弾性波の伝播経路を再現し，
その到達時間を計算によって求めることが必要である．
弾性波トモグラフィではこの順解析過程を「波線追跡計
算」または「レイトレーシング(Raytracing)」と呼ぶ．
次に，計算によって求められた計算走時と観測された
走時の差（残差）を小さくするように物体内の弾性波伝
播速度を修正し，最適な速度構造を求める．すなわち，
残差が収束するまで，「波線追跡」→「速度構造の修正」
を繰り返す．逆解析手法を取り入れた屈折法弾性波探査
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Fig.7 Observed traveltimes between shot points and receiving
points (spalled concrete slab with a hole)
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Fig.9 Procedures of the forward and backward process in the LTI method
解析でも，このような手順で解析を行う．この一連の流
れは，文献 3) を参照されたい．
一般に，屈折現象は Snell の法則によって記述するこ
とができ，当法則は従来の屈折法弾性波探査の解析に用
いられる．しかし，計算に困難さが伴う欠点があること
と，本研究で作製したコンクリート供試体が比較的小さ
いため，Snell の法則を用いずに，より複雑な速度変化に
適用できる手法として，線形近似を用いた高精度手法で
あり，計算時間が短い Asakawa and Kawanaka（1993）に
よる線形走時内挿法 4) （Linear Traveltime Interpolation）
をレイトレーシング手法として採用した．
3.2 線形走時内挿法 4)
線形走時内挿法(以下，LTI 法)では，解析領域をセル
(cell)と呼ばれる小片に分割し，さらにセル境界上に節点
(node)を設け，モデル化を行う．セルには一定の速度値
（実際には速度の逆数であるスローネス(slowness)）を与
え，速度構造を表現する．
この方法では，以下の過程により，走時を計算できる．
① ある起振点から発生した弾性波動の，領域全体の節
点での走時を計算する．

②

その走時を用いて，各受振点までの最短時間で到達
する波線を追跡し，決定する．
LTI 法では①，②の過程を追跡するために，線形近似
を用いて走時を求める．この概念図を Fig.8 に示す．同
図のように，すでに走時既知である 2 節点 A・B 間の走
時を線形近似し，隣の節点 D の走時を求める．図内，線
分 AB から点 D に至る直線が，波線を示している．点 D
の走時T� を求める基本式は以下のように記述される．
�� � �� � ��

�� ��
�
� �� � � � � �� �
�
�

(1)

ここで，�� は点Ａでの走時，��は点Ａ，Ｂの走時差，�は

各セルでのスローネス(速度の逆数)を表す．

波線を追跡する過程では，受振点から各セル境界での
波線の通過点を計算する． 基本式を以下に示す．
��

����

√� � � � � �� �

� ��

(2)

ここで�は，線分ＡＢ間における A と波線の通過点との
距離である．
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Fig.10 Analytical results of raypaths in the specimens

a) spalled concrete slab
b) spalled concrete slab with a hole
Fig.11 Analytical results of slowness distribution in the specimens
3.3 計算手順
当手法の計算手順は，下記のようなステップからなる．
計算過程を Fig.9 に示す．
まず，領域全体の節点での走時を求める．この過程を
「走時計算過程(Forward Process)」と呼び，以下のような
計算手順を踏む．
① 起振点(SP)のあるセル(以下，起振セル)に含まれる
節点での走時を，セルの速度と起振点，節点間の距
離から求める．
② 起振セル同列のセルに含まれる節点での走時を 3.2
の式(1)を用いて求める．この際，節点での走時が最
小であるものを採用する．
③ その 列の横 にあるセル列の節点の走時をܶ の式 を
用いて計算する．
④ 計算 した 列にある節点の中で最小走時のものを選
び出す．そこから上辺もしくは下辺節点に向かって
計算を展開する．
⑤ 最終的に右辺上にある節点の走時を計算する．
⑥ これら一連の過程を，領域全体の節点での走時が求

まるまで繰り返す．
つぎに，Forward Process で得られた数値を基に，各受
振点に最小で到達する波線を 3.2 の式(2)を用いて求める．
この過程を「波線追跡過程(Backward Process)」と呼び，
以下の計算手順を踏む．
① 受 振 点(RP)の あ る セル 上 の 節 点 から 受 振 点 ま での
走時を計算し，走時が最小となる節点を選択する．
② その節点の両隣のセグメントで最小走時を与える r
を，式(2)を用いて求める．
③ その点を新たな受振点とし，各セル境界での最適な
波線通過点を計算していく．最終的に SP に到達し
たら終了とする．
3.5 LTI 法を用いた解析結果
2 章で述べた実験において得られた各受振点での測定
値（Fig.6，Fig.7）を用いて，LTI 法を用いて検証した．
測定値のうち解析に使用したのは，各 SP 位置からの
距離の長い，6 ないし 7 点とした．これは，距離の短い
位置での走時の測定値は，加速度の分解能が 10s である
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Fig.12 An example of constitutive relation among E,  and max for concrete
ことを考えると，測定誤差が大きいと判断したためであ
り，不確定要因を極力減らすためのものである．
解析結果を Fig.10 に示す．解析では，中実および空洞
供試体を 10×10 のセルに分割し，各セルに 5×5 の節点
を設けた．起振点は両供試体ともに，SP1：(0.25，0），
SP2：(0.1，0），SP3：(0，0.1），SP4：(0，0.25)である．
空洞供試体の空洞部分は，灰色の円で図中に示された位
置である．
Fig.10a を見ると，中実供試体では，中心部分のセル上
をすべての SP から発せられた弾性波が通過している．
一方，空洞供試体（Fig.10b）は，中実供試体で通過し
ていた走時曲線が空洞部分を逸れて進行している．この
結果より，打撃による弾性波が，供試体内部の空洞部分
を避けるということを解析的に求められることが示され
た．
次に，弾性波が各受振点に到達するまでの伝播時間を
基に，中実供試体と空洞供試体内部のスローネス（速度
の逆数）を LTI 法により予測した結果を，Fig.11 に示す．
図中では，赤色に近づくほどスローネスが大きくなるこ
とを表している．
中実供試体では，側面などに多少の色の変化があるも
のの，全体に亘ってほとんど一定値である．一方で，空
洞供試体の解析結果は，中心部分に色の変化を確認でき
る．これは空洞部分と認識出来ているためである．
なお，一軸圧縮強度試験で得られた弾性係数 E から，
 =0.2，=2300kg/m3 と仮定してスローネス s を求めると，
s=263s/m となり，解析結果がほぼ等しい値として得ら
れていることが確認できる．
Fig.10a と Fig.11a を比べると，スローネスが異なって
いる位置は，走時曲線の通過していない部分であること
が分かる．このことは空洞供試体についても同様である．
すなわち，適切な位置で起振点を設置し，振動測定を
行うことにより，さらに鮮明な解析結果を示すと推定で
きる．また，SP および受振点を増やす事によっても，詳
細な解析結果を得られると考えられる．
以上から，線形走時内挿法を破線追跡手法として採用
可能であると判断できる．

4．コンクリート内部の損傷推定法の開発
以上の検討から，測定された弾性波の走時を用いるこ
とで，LTI 法によって構造物内部の弾性波速度を推定で
きることが示された．そこで，この手法を構造物内部の
損傷状態およびその原因の推定に適用する方法を以下に
提案する．
4.1 ヤング係数，ポアソン比，弾性波速度の関係
物質内の弾性波速度 V は，ヤング係数 E，ポアソン比
ν，物質の密度ρを用いて次式によって計算できる．

���

��� � ��
��� � ���� � ���

(3)

コンクリートのヤング係数とポアソン比は，損傷や劣
化によって変化するため（Fig.12），損傷や劣化を受けた
コンクリートの弾性波速度も変化することになる．
コンクリートの場合，そのヤング係数とポアソン比は，
過去に受けた最大ひずみによって変化する．一度ある程
度の大きさのひずみが生じたコンクリートは，徐荷して
もひずみは 0 には戻らず，ヤング係数が低下する．その
結果，σ=0 となってもひずみは残る（残留ひずみ）．過
去に大きなひずみを経験していた場合，ヤング係数は小
さくなり，軟化領域にまで達したものは，更にゆるやか
な傾きを示す(ヤング係数が低下する)ことになる．その
事実に基づいて，多くの構成則が提案されている．
たとえば，棒部材を対象とする有限要素モデルでは，
部材軸方向に一次元応力状態を仮定し，断面内の軸方向
変形に対して平面保持の仮定を用いてよいことにしてい
る．これは，コンクリート標準示方書・構造性能照査編
において棒部材の曲げ耐力を算定する際に用いる仮定と
同じである．土屋らは，普通強度コンクリートが過去に
受けた最 大ひ ずみとヤ ング 係数の低 下に ついて， 式(4)
～(7)で 表され る弾塑性 破壊 型構成式 およ び弾性剛 性残
存率の構成式を提案している 5) ．
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(7)

4.2 LTI 法との関連
ヤング係数，ポアソン比，過去に受けた最大ひずみを
推定する方法として，LTI 法と前節で述べた方法を組み
合わせたアルゴリズムを開発した．その手順は以下のよ
うである．
a)
前節で検証した方法に基づき，測定した走時から，
各セルのスローネスを求める．
�
�
�
� �， �� � 2���
������
b) 各セルのスローネスより，����
�
を増加させ，E，� を求める．
から徐々に ����

P 波速度の式(8)を用いて，� � ���を求める．
a)で得られたスローネスとの整合性が収束するまで
繰り返す．

4.3 検証解析
前節で述べたアルゴリズムの検証として，内部中央に
損傷箇所があると想定した Fig.13 のような損傷箇所を含
んだ板を考える．
この板は，初期弾性係数として 40GPa であったが，中
央部分のみ，過去にε���� =1000のひずみを受けて損傷し
ているという例である．
中央部分が過去に 1000のひずみを受けていることか
ら，式(5)および式(6)によって弾性係数が 33.7[GPa]まで
低下している．この板について Fig.13 の SP1 を起振した

116

116

119

119

119

116

116

116

116

119

119

SP4

SP2

(6)

ここで，K：弾性剛性残存率，���：圧縮ひずみ，���：塑性
ひずみ， �′��� ：過去に受けた圧縮ひずみの最大値，��� ：
圧縮応力，�� ：初期剛性， � ′ ���� ：圧縮強度に対応する
ひずみである．
式(3)において，損傷によって密度が変化しないと仮定
すれば，弾性波速度およびスローネスは E，νから計算
できる．損傷や劣化による密度変化については別途検討
が必要ではあるものの，1%の密度変化による弾性波速度
の変化は 0.5%程度である．体積ひずみで考えれば，1%
の密度変化は明らかに目視で判別できる損傷レベルであ
るため，密度を一定として仮定することに大きな飛躍は
ないものと判断できる．
以上により，ヤング係数を求めることによって，過去
の最大ひずみを特定することが可能となる．すなわち，
式(3)ないし式(7)を組み合わせて逆解析を実行すること
により，弾性波速度（あるいはスローネス）からコンク
リート内部のヤング係数，ポアソン比，過去に受けた最
大ひずみを推定することが可能になる．

c)
d)

友裕

(4)

�
2���
�
�����

��′ � �′��� � 2���� ′ ���� �� � ��� ������

優・中野友裕

119

116

116

119

[s]

SP1
’max＝0 
E=40.0 [GPa] , =0.2000
’max＝1000 
E=33.7[ GPa] , =0.2264

Fig.13 Target structure with damaged part
場合を想定して走時計算すると，反対側の面にある 4 ヶ
所の受振点で，119μs と中央付近で 116μs の数値となる．
また，SP2 を叩いた場合，上記数値が SP2 の反対側の面
に並ぶ（SP3，SP4 も同様）．
4.2 に示した解析方法が実現可能であるかを確認する
には，SP の位置，走時 119ms，116ms および受振位置の
みの情報から，Fig.13 の損傷を予測できることを示せば
よい．そこで，これらの情報から，3 章で実施したスロ
ーネス，ヤング係数，ポアソン比および過去に受けた最
大ひずみを求めた結果を，Fig.14 に示す．
それぞれの図を見ると，逆解析結果では，まわりに多
少の色の変化が認められるものの，損傷箇所の物性値に
ついては，ほぼ同定できていると判断できる．
Table 2 に，逆解析で得られたヤング係数，ポアソン比，
過去に受けた最大ひずみの値を示す．ヤング係数と過去
に受けた最大ひずみに関しては，良い一致を示している
と言え，開発したアルゴリズムにより，損傷箇所にとど
まらず，ヤング係数，ポアソン比や過去に受けた最大ひ
�
の推定が可能だと考えられる．
ずみ����

5．結論と今後の展望

本研究では弾性波速度と材料構成則を組み合わせるこ
とにより，内部を確認できないコンクリートの内部損傷
状態を可視化する手法を提案・検証し，その可能性につ
いて検討した．
① 振動による弾性波の伝播時間を測定し，LTI 法を適
用することで，供試体内部の変常を把握することが
できると考えられる．
② LTI 法と材料構成則を組み合わせることにより，弾
性波速度のみならず，ヤング係数・ポアソン比・過
去に受けた最大ひずみについても推定できる 可 能
性が示された．
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a)

c)

Slowness distribution

b)

Poisson’s ratio

d)

Elastic modulus

Past maximum strain distribution

Fig.14 Prediction of slowness, elastic modulus, Poisson’s ratio and past maximum strain distribution
Table 2 Material properties obtained by inverse analysis
Elastic modulus

Poisson’s ratio

Past maximum strain

Target

33.76 [GPa]

0.226

1000

Inverse Analysis

34.72 [GPa]

0.207

901

一方で，今回は設定した構成則は，コンクリートの等
方性を仮定したものである．また，ひび割れによるポア
ソン比の変化などについては現段階では考慮していない．
これらを考慮に入れることでヤング係数・ポアソン比
から推定できる損傷要因は，次のようになる．
地震による損傷であれば，過去に受けた最大圧縮ひず
みの分布は外周部で大きくなる．また，ＰＣの過剰な緊
張力によるものであれば，局所的に最大圧縮ひずみが大
きくなる．また，ひび割れの異方性は，塩害による鉄筋
腐食，アルカリ骨材反応，凍害によってもたらされ，そ
の損傷度合いが鉄筋周辺ないし部材表面に顕著に生じる．
これらは，ひび割れの異方性を考慮したヤング係数・ポ
アソン比を含めた２次元ないし３次元の時間依存構成則
を適用することで予測しうる．
損傷を受けたコンクリートは，強い異方性を有するこ
とから，それを利用することで弾性波の伝播方向依存性
を評価できる手法を構築できる．損傷要因の推定を含め
た損傷評価の実現のために，これら構成則を構築してい
くことが今後の課題である．
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