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要旨：アルカリシリカ反応により劣化したコンクリート橋脚に三次元弾性波トモグラフィを適用して得られ

る速度分布から，コンクリートの内部損傷を評価した。対象としたコンクリート橋脚は，劣化程度の異なる 2

橋脚である。本研究の結果，三次元弾性波トモグラフィから得られる速度分布から，ASR による内部損傷を

可視化することができた。特に，コンクリート表面での速度分布は，目視点検から得られたひび割れ状況と

整合し，本手法の妥当性を確認した。さらに，異なる波長の弾性波を励起させ弾性波トモグラフィの結果を

比較評価することにより，内部損傷度合い（ひび割れの大きさ等）を評価できる可能性が示唆された。 
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 1. はじめに 

アルカリシリカ反応（以下 ASR と称す）によるコンク

リート構造物の劣化については，既往の検討や委員会等

の学会活動例えば 1)を通じて，種々議論されてきた。その結

果，アルカリ総量規制や混和材の使用，反応性骨材の規

制等により，新設構造物における ASR による構造物の劣

化は抑制されつつある。一方で，既設構造物については，

目視調査やコア試料採取，はつり調査等に基づき，ひび

割れの状況，鉱物種類，残存膨張量および鉄筋破断など

の調査が実施されている。 

ASR の調査は，現状の劣化程度の評価と調査後の劣化

進行の予測を行うことを目的として実施されるべきであ

る。そのため，構造物，部材あるいは部位において，対

策の要否，対策方法および対策範囲，さらに言えば構造

安全性を評価できる調査方法が望まれる。これに関して，

目視調査は広範囲の調査が可能であるが，調査結果が点

検者の経験に依存し，かつ，コンクリート内部の劣化状

況に関する情報の取得が困難である。一方，コア試料採

取やはつり調査により，鉱物種類，残存膨張量および鉄

筋破断等の情報が得られるが，構造物の破壊を伴い一部

の限定された部分の情報しか得ることができない。最終

的に ASR の調査体系を整備するにあたっては，複数の手

法を組合せた，総合評価が可能なものとする必要があり，

上記のような現状の調査方法の欠点を補完可能な手法が

望まれる。特に，ASR がコンクリート構造物に及ぼす影

響は，部材形状，内部応力，あるいは水分状態等の外環

境に依存し，同一部材内においても部位によってはその

劣化程度が大きく異なる。したがって，コンクリートの

内部状況を部位ごとに，かつ広範囲に評価可能な非破壊

技術の整備が必要と考えられる。 

ここで，ASR に限らずコンクリートの損傷を伴う劣化

現象においては，弾性波速度の変化に着目した検討が行

われてきた 2)。特に，三次元弾性波トモグラフィ解析 3)

は，コンクリート内部の情報を広範囲に渡って評価可能

であり， ASR によるコンクリートの内部損傷評価に有

効と考えられる。そこで，本研究では，ASR により劣化

したコンクリート橋脚に三次元弾性波トモグラフィを適

用して，その結果得られる速度分布からコンクリートの

内部損傷を評価することを試みた。 

 

2. 調査概要 

2.1 構造物の概要 

対象とした構造物は， コンクリート T 型橋脚である。

過去の調査により，これらの橋脚は ASR に起因する膨張

およびひび割れが多数存在することが確認されている。

また，本橋脚は，過去に表面被覆による対策が実施され

た形跡があり，多くの箇所でコンクリートとともに表面

被覆材のひび割れが確認された。本研究での対象は，過

去の調査や現地における事前調査に基づき，劣化程度が

異なると考えられる 2 橋脚とした。部位は T 型橋脚の上

部張出部を対象とした（詳細は図‐1参照）。 

2.2 透過弾性波計測の概要 

 (1) 計測システム 

計測には加速度計測システム（WX-7000SYR，48 ch 仕

様, TEAC 社製）および圧電型加速度トランデューサ

（707IS，3 Hz～12 kHz, TEAC 社製）を使用した。ここ

で，一般のコンクリートでは，60 kHz 程度の共振周波数

を有するセンサを用いた評価が多い。そこで，本研究で
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は，あらかじめ，対象橋脚に対して 60 kHz の共振周波数

のセンサと AE 計測システムを用いて事前調査を行った。

その結果，対象としたコンクリート橋脚において，十分

な S/N を有する透過弾性波を計測することができなかっ

た。これは，対象橋脚の部材厚が 2.5 m と厚いことに加

えて，ASR による劣化のため，一般のコンクリートより

も弾性波の減衰が著しかったためであったためと考えら

れた。詳細は後述するが，弾性波速度に着目した三次元

弾性波トモグラフィでは複数のセンサへの弾性波の到達

（特に立ち上がり時間の把握）が必要不可欠である。そ

こで，本研究では，弾性波が伝播しやすく，初動到達時

間が判断できる低周波（図‐3 参照）の弾性波と対応し

た加速度計測システムを用いた。 

 (2) 受信センサ配置および打点 

上記計測システムを用い，コンクリート橋脚中を透過

する弾性波を取得した。計測においては図‐1 に示すよ

うに，片面から既知点を 1 点ずつ打撃し，逆面に設置し

たセンサで受信した。打点は全 73 点，受信センサは全 39

点であり，間隔はそれぞれ 450 mm，900 mm とした。計

測の際，図‐2 に示すような台座をあらかじめコンクリ

ート表面にエポキシ樹脂により貼付けて受信センサを設

置した。その際，該当部の表面被覆材を撤去し，弾性波

の透過が表面被覆材の影響を受けないように配慮した。 

(3) 弾性波の入力 

弾性波の波長と測定対象ひび割れ規模の関係が検討

できるように，直径の異なる 2 つの鋼球により打撃した。

それぞれの鋼球に対する入力波形および卓越周波数は図

‐3に示すとおりであり，既報の通り 4)，鋼球直径により

異なる周波数の弾性波が励起できたことが確認された。

なお，打撃の際，発信時間がわかるように近傍に同型の

センサを設置した。また，打撃による弾性波の励起にお

いては，S/N 向上のため 10 回の打撃を行った。 

 

図‐1 受信センサおよび打点の配置 

 

図‐2 センサ台座および取付状況 
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2.3 三次元弾性波トモグラフィ解析の概要 

(1) 全体概要 

本研究では，前述の計測で得られた透過弾性波を入力

値として三次元弾性波トモグラフィ解析 3)を行い，ASR

により劣化したコンクリート内部の弾性波速度分布を評

価する。弾性波トモグラフィ解析のフローを図‐4 に示

す。本解析は，大きく(a) 入力データの作成，(b) 波線追

跡法による到達時間の計算，(c) 局所回帰平滑化による

速度分布の補間に分けることができる。以下に詳細を示

す。 

(2) 入力データの作成 

入力データおよび要素の概略を表‐1 に示す。発信側

のセンサから受信側のセンサへの弾性波の到達時間を計

測し，入力データを作成した。弾性波の到達点の決定に

は AIC（Akaike's Information Criterion）法を用いた 5)。AIC

は式(1)により計算し，その値が最小となる点を到達時間

として定めた。 

k])}1,log{var(X[k AIC(k)   

N])}1,klog{var(X[*1)-k-(N    (1) 

ここで，k は波形のある点を，var(X[1,k])は波形振幅値 X1

から Xk の分散を，var(X[k,N])は波形振幅値 Xk から Xn

の分散をそれぞれ示している。 

 上記のセンサへの弾性波の到達時間に加えて，打点お

よび受信センサ位置の座標を入力値とした。また，評価

対象とする領域（横：12600 mm，高さ：1800 mm，厚さ：

2500 mm）を 1120 要素に分割した。要素は横方向に 28

要素，高さ方向に 8 要素，厚さ方向に 5 要素とし，一つ

の要素の大きさは，450 mm×225 mm ×500 mm とした。

各要素に対して速度（解析では，速度の逆数を与える，

以下速度の逆数をスローネスと称す）を与えた。初期の

要素内の速度は，4000 m/sec とした。 

(3) 波線追跡法による到達時間の計算 

コンクリート中では，発信点と受信点の間にインピー

ダンス（密度と伝播速度の積）の異なるセメントペース

トや骨材，境界相，ひび割れ，空げき等が存在する。そ

のため，コンクリート内部を透過する弾性波は直線的な

経路を取ることは難しく，迂回して伝播する。本研究で

は，この際の波線経路をより正確に求めるために，反射

  

(a) 直径 30 ㎜の鋼球で打撃した際の入力波形   (b) 直径 100 ㎜の鋼球で打撃した際の入力波形 

図‐3 各直径の鋼球による打撃時の入力波形および卓越周波数の一例 
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図‐4 弾性波トモグラフィ解析のフロー 

 

表‐1 入力データおよび要素の概略 

項目 値 

到達時間 計測データに基づき AIC 法により決定 

打点，センサ座標 図‐1の座標原点より 

解析対象領域 12600 × 1800 × 2500 ㎜ 

要素分割数   28 ×    8 ×    5 要素 

要素寸法   450 ×  225 ×  500 ㎜ 

全要素数 1120 要素 

要素内初期速度 4000 m/sec 

■入力データの作成
・各センサへの到達時間の決定（AIC法）
・打点，受信センサ位置の座標作成
・調査領域の要素の分割

■波線追跡法による解析上の到達時間の計算

■解析上の到達時間と実際の到達時間との時間誤差の計算

データ入力

■時間誤差の評価

■解析データのデータ補完（局所回帰平滑化）

■速度分布の可視化

可

不可

反復計算

■要素内のスローネス（速度の逆数）の設定
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や回折による弾性波の迂回を考慮可能な波線追跡法 6)を

用いた。特に，Sassa et al.らが提案した弾性波伝播経路の

二次元波線追跡法 7)を三次元に拡張した波線追跡アルゴ

リズム 3)を用いて解析上の到達時間を算出した。最終的

には，上記の解析上の到達時間と実際に計測された到達

時間の差が小さくなるように要素内のスローネスを変化

させ，コンクリート内部の速度分布を算出した。 

(4) 局所回帰による速度分布の平滑化 

以上の解析により，各要素の速度分布が得られる。弾

性波トモグラフィ解析では，要素を細かく分割すること

でより細かな情報取得が可能となるが，そのためには，

各要素を確実に波線が通過するように多数の打点と受信

センサを用意する必要がある。不適切に各要素を細かく

分割しすぎると要素内の波線が少なくなり適切な速度分

布が評価できなくなる。そこで，本研究では，適切な要

素寸法でより詳細な情報を得るために，上記の波線追跡

の結果得られた各要素の速度分布を統計的に補間した。

補間には局所 2 次回帰平滑化 8)を用いた。 

 

3. 実際の劣化状況と弾性波速度の整合性 

3.1 コンクリート表面での速度分布 

 図‐5に対象とした 2 つのコンクリート橋脚（橋脚 A，

橋脚 B）の表面でのひび割れ状況および三次元トモグラ

フィ解析により得られた速度分布を示す。 (a)のひび割

れ図の色の違いは凡例に示すようにひび割れ幅の違いを

示しており，ひび割れ発生数は，橋脚 B より橋脚 A の方

が明らかに多かった。一方，(b)および(c)は図‐4に示し

たフローに従って解析したコンクリート表面での速度分

布を示しており，それぞれ 30 mm および 100 mm の鋼球

で打撃した場合の結果である。 

まず，橋脚 A と B のコンクリート表面での速度分布を

比較すると，橋脚 B と比較して橋脚 A の方が全体的に遅

い（暖色系となる）ことが確認される。一般に ASR 等の

劣化が生じるとコンクリートの弾性波速度が低下するこ

とが知られており 2)，その要因としてひび割れの発生が

挙げられる。図‐5 で示した橋脚の違いによるコンクリ

ート表面での速度分布はひび割れの状況と整合しており，

本研究で得られた解析結果が ASR の劣化によるコンク

リートの損傷を合理的に評価できていると考えられる。 

次に，ひび割れが多く確認された橋脚 A のひび割れ図

に着目すると，幅 1.0 mm の大きなひび割れが対象領域

の中央部水平方向に約 5 m にわたって生じていることが

確認できる（ひび割れ図中央の赤い線）。この部分は，い

ずれの鋼球打撃により得られた速度分布においても低速

度となっており，ひび割れの発生による速度分布の低下

を示す結果が得られた。 

最後に，鋼球の大きさが速度分布に及ぼす影響につい

て考察する。各橋脚において，30 mm の鋼球，100 mm の

鋼球でそれぞれ打撃した場合の速度分布を比較すると，

全体的には整合しているように見える。しかしながら，

 

 

(1) 橋脚 A（ひび割れ：多）           (2) 橋脚 B（ひび割れ：少） 

図‐5 橋脚 A，Bにおけるひび割れ状況および弾性波トモグラフィによる速度分布 
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いずれの橋脚においても，30 mm で打撃した結果の方が

100 mm で打撃した結果のものよりも速度が遅いことが

見受けられる。特に，前述した橋脚 A の中央部水平方向

のひび割れについては，いずれの鋼球を用いた場合でも，

当該位置の速度低下が確認できることは述べた。その左

上に位置する領域 A の部分に着目すると 100 mm の鋼球

で打撃した結果では，速度が比較的速くなっているのに

対し，30 mm の鋼球で打撃した場合の結果では，低速度

となっている。一般に，鋼球の大きさは励起される弾性

波の特性に影響を及ぼすとされており，大きな鋼球で打

撃した場合，鋼球と対象物の接触時間が長くなり，長波

長の弾性波が励起される 4)。したがって，100 mm の鋼球

で打撃した方が，30 mm のものより，波長の長い弾性波

が生じる。一方で，波長の短い弾性波は微細な損傷によ

り，反射や回折を生じ速度低下が生じるが，波長の長い

弾性波は小さい損傷の影響を受けにくい。ここで，ひび

割れ図に着目すると，領域 A においては 0.2 mm 以下の

ひび割れ（オレンジ色の線）が多く分布していることが

確認できる。すなわち，比較的小さいひび割れの領域Ａ

では，30 mm の鋼球打撃による弾性波トモグラフィでは

速度低下が確認されたが，100 mm の鋼球打撃の場合で

は，顕著な低下が確認されなかった。この結果は，波長

の異なる弾性波を用いてそれぞれ弾性波トモグラフィを

適用することにより，劣化部の特定のみならず，ひび割

れ等の損傷の大きさも評価できる可能性を示唆するもの

と考えられる。これに関して，現状は，定性的な傾向を

示すにとどまっているが，今後定量的な評価が可能とな

るように検討を進めていく予定である。 

 3.2 コンクリート中での弾性波の速度ヒストグラム 

図‐6 に橋脚 A,B における異なる直径の鋼球を用いた

場合の弾性波速度のヒストグラムを示す。まず，同一直

径の鋼球で打撃した場合を比較すると，いずれの場合も，

橋脚 B と比較して橋脚 A の分布が左側に位置しており，

橋脚 A の方が橋脚 B よりも低速度領域が多いことが確

認される。この結果は，先に示したひび割れと弾性波速

度の関係と整合する。一方，同一橋脚において，鋼球直

径の影響に着目すると，小さい鋼球（30 mm）で打撃し

た方が，大きい鋼球（100 mm）で打撃した場合より，分

布が左側に位置している，すなわち，速度が低い部位が

多いことが伺える。これは，前節で示したように，小さ

い鋼球で打撃した方が波長の短い弾性波を励起させてお

り，より小さいひび割れの発生を検知し速度低下が顕在

化したためと推察される。 

 

4. 三次元速度分布に基づく ASR による内部損傷評価 

以上で示したように，コンクリート橋脚のひび割れ状

況と表面の速度分布および全体の速度のヒストグラムか

ら，本研究で適用した三次元弾性波トモグラフィにより，

ASR により劣化したコンクリートの内部損傷による速

度の変化が評価できると考えられる。特に，①ひび割れ

の多い（損傷の大きい）部位は速度が低下すること，②

打撃する鋼球の大きさで検出可能な損傷の大きさが異な

 

図‐6 橋脚 A，Bにおける弾性波速度ヒストグラム 

0

50

100

150

200

250

300

350

頻
度

速度(m/sec)

A‐30

0

50

100

150

200

250

300

350

頻
度

速度(m/sec)

B‐30

0

50

100

150

200

250

300

350

頻
度

速度(m/sec)

A‐100

0

50

100

150

200

250

300

頻
度

速度(m/sec)

B‐100

30㎜
鋼球

100㎜
鋼球

橋脚A 橋脚B

-2071-



り，小さい鋼球で励起された弾性波は小さいひび割れか

ら大きいひび割れの影響を受けるのに対し，大きい鋼球

で励起された弾性波は大きいひび割れの影響のみを受け

る可能性があることが示唆された。そこで，本章では，

上記①，②に着目し，弾性波トモグラフィから得られる

三次元速度分布に基づいて，対象としたコンクリート橋

脚での ASR による内部損傷度評価を試みる。 

図‐7 に各水平方向断面における速度分布を示す。ま

ず，30 mm の鋼球で打撃した場合の結果を見ると，橋脚

A に関しては，内部まで低速度領域（赤い領域）が延伸

しているのに対し，橋脚 B に関しては低速度領域が概ね

表層に限定されていることが確認される。一方，100 mm

の鋼球で打撃した場合は，橋脚 A および B 間での低速度

領域の面積的な差は確認されるが，いずれも表層付近に

限定されており，中心部での速度低下は橋脚 A の 30 mm

鋼球打撃の場合と比較して顕著ではない。すなわち，橋

脚 A に関しては，表層では大小の損傷が生じておりそれ

が比較的小さい損傷として内部へ進展しているのに対し，

橋脚 B に関しては，内部での進展の可能性が小さいと推

察される。今後，損傷が弾性波速度に及ぼす影響を定量

評価し，本研究で用いた三次元弾性波トモグラフィ手法

を損傷部位や範囲を的確に評価できる手法としたい。 

 

5. 結論 

 本研究では，ASR により劣化した実際のコンクリート

橋脚（対象範囲：12.6 m×1.8 m×2.5 m）を対象として三

次元弾性波トモグラフィ解析を適用し，内部の損傷状況

の把握を試みた。以下に本研究から得られた知見を示す。 

(1) 三次元弾性波トモグラフィから得られたコンクリー

ト表面での速度分布は，目視点検から得られたひび

割れの状況と整合していた。 

(2) 異なる波長の弾性波を励起させ，三次元弾性波トモ

グラフィを実施することにより，コンクリート内部

の損傷の大きさを評価できる可能性が示唆された。 

(3) 上記を勘案し，ASR による劣化程度の異なる実コン

クリート橋脚内部の劣化を推定した結果，定性的で

はあるが，内部への損傷の延伸および損傷の大きさ

を推定できた。 
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