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要旨：火害を受けたコンクリートの劣化範囲を評価するために，コンクリート表面の温度を 110，300，500，

700℃の 4 水準に設定した試験体に対し，衝撃弾性波法を適用した。実験により得られた弾性波速度から，加

熱面の面的な劣化程度の違いを弾性波トモグラフィ法により評価し，さらに深さ方向の劣化程度を速度構造

に基づいて推定した。その結果，弾性波トモグラフィ結果より加熱温度の上昇に伴い，弾性波速度の低下が

視覚的に把握できた。さらに，劣化深さの推定では，加熱温度の上昇に伴い，推定された劣化深さが大きく

なり，火害を受けたコンクリートの劣化評価が可能であることが示された。 
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1. はじめに 

 一般にコンクリートは耐火性の高い材料であると考え

られており，木材や鋼材で造られた構造物と比較して火

災による被害は小さいといわれている。しかしながら，

トンネル，高速道路，RC 造建築物などにおいて，火災

によって大きな損失を被った事例が報告されており 1)～3)，

火災後のコンクリートの調査・診断は，その後の再使用

あるいは補修・補強方法の選定において重要となる。 

 日本建築学会「建物の火害診断および補修・補強方法

指針・同解説」4)によれば，火害調査・診断の概略手順

が示されており，火害調査は，予備調査（新聞等からの

情報収集），一次調査（目視等による調査），二次調査（試

験等による調査）の順に進め，火害診断では，調査結果

に基づいて火害等級および被災度の判定を行うとされて

いる。ここで，一次調査では，コンクリート表面の変色・

ひび割れ・浮き・爆裂，鉄筋の露出状況などから受熱温

度を推定する。コンクリートの受熱温度は，力学的変化

や化学的変化に大きく影響を与えるため，受熱温度の推

定が重要となるが，目視確認だけでは定量的な判断が難

しい場合もあると考えられる。 

 ここで，筆者らの既往の研究 5)において，コンクリー

ト試験体の 1 面（900×1200mm）のうち，加熱領域を一

部分（300×300mm）に限定し，弾性波トモグラフィ法

を適用した結果，弾性波トモグラフィ法により面的な劣

化範囲が推定可能であることが示唆されている。しかし，

加熱温度が 1 条件のみ（炉内温度：500～700℃，加熱面

から深さ 10mm 位置の最高温度が 500℃程度）に限定さ

れていたため，コンクリートの受熱温度と弾性波速度の

関係において，十分な情報蓄積になっていない。 

本研究では，加熱温度を 4 水準に設定した試験体に対

し，加熱面の面的な劣化程度の違いを弾性波トモグラフ

ィ法により検討し，また，深さ方向の劣化程度の違いを

加熱面から得た弾性波速度を用いて推定し，火害を受け

たコンクリートの面的および深さ方向の劣化評価手法に

ついて検討した。 

 

2. コンクリート試験体および加熱試験の概要 

2.1 試験体 

 試験体は図-1 に示すように，長さ 900mm，幅 900mm，

厚さ300mmの直方体とし，5体作製した。試験体中には，

かぶりを 165mm として異形棒鋼（D13）と，図－1 に示

すようにコンクリート表面から 0，25，50，100mm の位

置に K 熱電対を設置し，呼び強度 24 のレディーミクス

トコンクリートを打設した。コンクリートの使用材料，

配合は表－1 および表－2 に示すとおりである。なお，

コンクリート打設後，材齢 7 日で脱型し，加熱試験に供

するまで屋内に静置した。封緘養生した材齢 28 日におけ

*1 首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 都市基盤環境学域助教 博士(工学) (正会員) 

*2 首都大学東京 都市環境学部 都市基盤環境コース  

*3 立命館大学 理工学部環境システム工学科講師 博士(工学) (正会員) 

*4 （一財）日本建築総合試験所 試験研究センター (正会員) 

図－1 試験体形状と寸法および熱電対設置位置 
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るコンクリートの圧縮強度は 31.4N/mm2であった。 

2.2 加熱方法 

 作製した 5体の試験体のうち，4体を加熱実験に供し，

試験体ごとに加熱温度を設定した。試験体は，図－2 に

示すガス加熱炉に打設時における底面が加熱されるよう

に配置し，実験を行った。試験体の有効加熱寸法は，長

さ 670mm×幅 670mm であり，ガス加熱炉内に 3 箇所配

置した K 熱電対にて炉内温度を測定した。 

 加熱方法は，都市ガス（46090kJ/m3）を熱源とし，ISO834 

に規定される標準加熱曲線に沿って炉内温度を上昇させ，

コンクリート加熱面の熱電対の表面温度（図－1 に示す

熱電対 A～C の表面温度の平均値とする。以下，加熱温

度と称す。）が，110，300，500，700℃になった時点から

60 分間加熱温度を保持した後，加熱を終了した。加熱終

了後は加熱炉側面の炉蓋を開放し，試験体が 50～80℃と

なるまで加熱炉上に静置した。図－3 に，コンクリート

表面の加熱温度を 700℃として 60分間維持したときの炉

内温度およびコンクリートの各深さにおける温度履歴を

示す。なお，図中の 0，25，50，100mm に示す温度は，

熱電対 A～C で計測した値の平均値である。図より，コ

ンクリート表面の温度（図中の 0mm：赤線）が，設定し

た加熱温度を所定の時間維持できていることがわかる。 

 

3. 試験体加熱面の外観，コンクリートの力学的特性およ

び中性化深さ 

3.1 コンクリートコアの採取および圧縮強度試験方法 

 加熱後の試験体加熱面において，図－4 に示すように，

加熱バーナー付近，加熱面中央付近，非加熱バーナー付

近から各 1 本ずつの計 3 本のコアを採取し，圧縮強度お

よび静弾性係数を測定した。なお，コア採取日は，加熱

試験終了後から 2 日後であり，4 章で示す弾性波計測を

行った翌日である。コアの寸法は，直径を 83mm，長さ

を直径の 2 倍以上確保した状態で 3 本ずつ採取し，採取

翌日に試験に供した。なお，圧縮強度試験および静弾性

係数は，それぞれ JIS A 1107 および JIS A 1149 に準拠し

て行った。中性化深さの測定は，JIS A 1152 に準拠し，

圧縮強度試験後のコンクリートコアを割裂し，割裂面に

フェノールフタレイン溶液を噴霧し呈色深さを測定した。 

3.2 コンクリート表面の外観，力学的特性および中性化

深さ 

 写真－1 に試験体加熱面全体の外観写真，写真－2 に

加熱面中央部（100×100mm）の詳細写真を示す。写真

より，110℃加熱の試験体は，外観上変色やひび割れは確

認できないが，アセトンを浸み込ませた布でコンクリー

ト表面を拭くと微細ひび割れが生じていることを確認し

図－3 加熱実験時の温度履歴 
（加熱面 700℃，60 分加熱） 
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表－1 コンクリートの使用材料 

材料 記号 摘要

水 W 上水道水および上澄水

セメント C 普通ポルトランドセメント（密度：3.15g/cm
3
)

S 1 佐賀県小川島産海砂（表乾密度：2.56g/cm
3
，粗粒率：2.80）

S 2 京都府亀岡市産砕砂（表乾密度：2.64g/cm
3
，粗粒率：2.85）

粗骨材 G 京都府亀岡市産砕石（表乾密度：2.67g/cm
3
，実積率：58.0%）

混和剤 Ad AE減水剤（変性リグニンスルホン酸化合物とポリカルボン酸系化合物の複合体）

細骨材

表－2 コンクリートの計画配合 

スランプ 水セメント比 空気量 細骨材率

(cm) (%) (%) (%) W C S 1 S 2 G Ad
20 8.0 57.0 4.5 44.7 168 295 560 240 1023 2.950

粗骨材の最
大寸法(mm)

単位量(kg/m
3
)

187.5 187.5 10
0

670

遮炎板

10
00

煙道

900

30
0

バーナー

熱電対

試験体
115115

(単位：mm)

図－2 加熱炉の断面 
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た。300℃加熱の試験体は，写真－1 および 2 では解像度

が低く判断しにくいが，加熱領域が僅かにピンク色に変

色し，ひび割れが生じていた。500℃加熱の試験体では，

加熱領域が全体的にピンク色を呈し，加熱部分と非加熱

部分が明確に識別でき，加熱面全体にひび割れが生じて

いた。700℃加熱の試験体は，加熱領域が灰白色に変色し，

加熱部分と非加熱部分を容易に識別可能であり，ひび割

れが加熱面全面に生じていた。 

表－3 に，加熱後の試験体から採取したコアの圧縮強

度，静弾性係数および中性化深さの平均値を示す。圧縮

強度，静弾性係数ともに加熱温度の上昇に伴い低下傾向

を示し，特に 500℃以上の加熱では静弾性係数の低下傾

向は圧縮強度の低下傾向より大きく，本結果は既往の研

究結果 6)と整合している。 

中性化深さの結果では，未加熱試験体で 3.4mm であり，

110℃および 300℃加熱の試験体においても中性化深さ

は未加熱試験体と同程度の深さであった。500℃加熱の試

験体では中性化深さが 8.2mm となり，700℃加熱の試験

体よりも大きな値を示した。この原因については，更な

る検討を要する。 

 

4. 弾性波法による劣化評価方法 

4.1 弾性波の計測 

 弾性波の計測は加熱終了の翌日に実施した。弾性波の

計測には AE センサ（60kHz 共振）を 16 個使用し，図－

5に示すように加熱範囲を網羅するように223mm間隔で

設置した。弾性波の励起は，各センサ中心からバーナー

側へ 20mm の位置にて，直径 9.6mm の鋼球で打撃するこ

とで行った。ここで，鋼球の選定に際し，予め直径 4～

19.6mm の鋼球をコンクリートに打撃し，伝搬距離の最

も大きい組合せ（1CH－16CH）で，弾性波初動部が確認

でき，かつ安定して弾性波が入力可能な鋼球のうち最も

(a) 110℃ (b) 300℃ (c) 500℃ (d) 700℃ 

写真－1 試験体加熱面全体の外観写真 

(a) 110℃ (b) 300℃ (c) 500℃ (d) 700℃ 

写真－2 コンクリート加熱面中央部 100×100mm の詳細写真（写真中央部は熱電対である） 

図－4 コンクリートコアの採取位置 
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表－3 コンクリートコアの各試験結果 

温度 時間

（℃） （分）

未加熱 － 35.7 (1.00) 27.8 (1.00) 3.4
110 60 37.3 (1.04) 29.0 (1.04) 3.4
300 60 28.2 (0.79) 22.7 (0.82) 3.3
500 60 25.9 (0.73) 13.2 (0.47) 8.2
700 60 29.4* (0.82) 20.3* (0.73) 4.5
注：

*：

加熱 圧縮強度

(N/mm
2
)

静弾性係数

(kN/mm
2
)

中性化深さ
(mm)

各試験結果は採取したコア3本の平均値。()は未加熱に対する割合。

採取したコアの加熱面から60～80mmを切断して成形した圧縮強度

の平均値を示す。
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小さいものを選定した。弾性波の記録は，プリアンプに

て 40dB 増幅後に，サンプリング周波数 1MHz，1 波形を

4096 個の振幅値データとして行った。 

4.2 弾性波トモグラフィ法による面的な劣化評価 

(1) 弾性波トモグラフィ法の概要 

弾性波トモグラフィ法は，計測対象領域内に設置され

た複数のセンサから多方向の弾性波速度を取得し，これ

らを計測領域内に設けた要素モデルに弾性波速度を割り

当てることで，対象領域内の速度構造を画像情報として

表現するものである。本研究で使用した弾性波トモグラ

フィ法の解析フローを図－6 に示す。なお，解析での初

期モデルの作成では，逆投影法を用い，モデルの修正に

は同時反復法（SIRT）7)を用いた。 

(2) 弾性波トモグラフィ解析結果 

 図－7 に弾性波トモグラフィ解析結果を示す。図より

明らかに，加熱温度が上昇すると加熱面全体の弾性波速

度が低下していることがわかる。110℃の加熱温度では，

健全時の弾性波速度と同程度の速度となり，表－3 に示

したようにコンクリートの力学的特性は 110℃の加熱で

は健全時とほぼ変わらず，3.2 で示した微細なひび割れ

の影響はなく，弾性波速度と力学的特性において良い対

応を示している。300℃の加熱では，圧縮強度および弾性

係数が約 2 割程度低下しており，コンクリートの弾性波

速度も 3250m/s 程度であることから，約 2 割程度低下し

ていることがわかる。一方，500℃加熱では，弾性係数の

低下率が圧縮強度の低下率より著しく，この時の弾性波

速度（2600m/s）は健全時と比較して約 65%程度低下す

る結果となった。700℃加熱では，表層コンクリートが著

しく脆くなっており，表層コンクリートは圧縮強度試験

に供することができていない。そのため，表面の強度は

不明であるが，弾性波速度は 5 割以上低下した。 

 以上のことから，加熱温度の上昇によってコンクリー

トの力学的特性は低下し，さらにコンクリート表面に目

視可能なひび割れが生じることで，弾性波トモグラフィ

解析結果から得られる加熱面の速度が低下することが認

められ，弾性波トモグラフィ法は加熱を受けたコンクリ

ートの劣化を把握する上で有効な手法であることが示唆

された。 

4.3 一面配置センサによる劣化深さの推定 

 図－8 に，表－4 に示す発信点と受信点の組合せにお

ける，全試験体の弾性波速度と伝搬距離の関係を示す。

図より，未加熱試験体では，伝搬距離によらず約 4000m/s

程度の弾性波速度が得られているが，加熱を受けた試験

体では，伝搬距離が短い場合は弾性波速度が小さく評価

計測領域の要素分割

入力データの作成
（センサ位置，センサ間の走時）

初期モデルの作成
（逆投影法）

理論走時と観測走時の残差算出

残差二乗和が最小となるモデルの
選定

速度構造の算出

理論走時の計算

モデルの修正
同時反復法（SIRT）

100
回
の
繰
り
返

し
計
算

図－6 弾性波トモグラフィ解析フロー 図－5 AE センサ配置位置 
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され，伝搬距離が大きくなるほど弾性波速度が大きくな

っていることがわかる。これは，既往の研究において指

摘されているように 8)，9)，コンクリート表層部と内部で

伝搬速度が異なる場合，図－9 に示すように弾性波は最

速伝搬経路で伝搬すると考えられ，超音波法では表層と

内部で伝搬速度が変化する影響を加味した速度の推定方

法が提案されている 9)。 

 ここで，弾性波速度が深さとともに変化する層はミラ

ージ層と呼ばれる 10)。本研究では，簡易な速度構造モデ

ルで加熱により劣化した深さを推定するため，図－10 に

示すように加熱面からの深さと最高温度の関係を直線と

仮定し，図－9 に示すように深さ方向の弾性波速度は最

高温度に依存して直線的に増加すると仮定した。このと

きの深さ方向の速度分布は式(1)のように表され，加熱面

での伝搬距離と伝搬時間の関係は式(2)のようになる 10)。 

   azvzv  0)(     (1) 

   
0

1

2
sinh

2

v

ax

a
T     (2) 

ここに，z：コンクリート加熱面からの深さ（m），v(z)：

深さ z における弾性波速度（m/s），v0：加熱面における

弾性波速度（m/s），a：定数，T：加熱面での弾性波の伝

搬時間（s），x：加熱面での伝搬距離（m）である。 

 本研究では，観測データと式(2)より得られる伝搬時間

との誤差が最小となるように，定数 aおよび加熱面にお

ける弾性波速度 v0 を最小二乗法より算出した。また，使

用した観測データは，試験体中の弾性波伝搬距離が最も

大きい表－4 に示す弾性波の発信―受信の組合せデータ

とした。ここで，劣化深さの推定に際し，本研究では劣

化深さを明確に定義できないため，深さ方向の弾性波速

度が健全時の弾性波速度（4200m/s）となる深さを便宜上

の劣化深さ D（m）とし，式(1)に定数 aおよび加熱面に

おける弾性波速度 v0 を代入し，健全時の弾性波速度

（4200m/s）となる深さ z（m）を算出した。なお，劣化

深さは，1 試験体につき 4 経路の平均値を採用した。 

 表－5，図－11 に式(1)および式(2)を用いて推定した劣

化深さおよび速度構造を示す。表および図より，500℃加

熱の 1 経路（13CH 発信－4CH 受信）の組合せから推定

された各種係数および劣化深さが他の 3 経路の推定結果

と大きく異なるため，本研究では劣化深さを算出する平

均の母数から除外した。図表より，加熱温度が上昇する

に伴い，表面の弾性波速度が低く推定され，深さ方向の

速度上昇率 aが大きくなっていることがわかる。すなわ

ち，加熱温度の上昇により，コンクリート内部の不均一

性が顕著となっている。また，推定された劣化深さは，

加熱温度の上昇に伴って大きく推定されている。 

ここで，本結果の妥当性を検証するために，試験体側

面において超音波法を適用し，図－5 に示す測線にて透

過法により加熱面深さ方向の超音波速度を求めた。なお，

超音波探触子には 40kHz 共振のセンサを用いた。図－12

に超音波法によって得られた深さ方向の速度分布と推定

発信

1CH 6CH 11CH 16CH
16CH 11CH 6CH 1CH
4CH 7CH 10CH 13CH
13CH 10CH 7CH 4CH

受信

表－4 弾性波発信点と受信点の組合せ 

図－8 弾性波速度と伝搬距離の関係 

図－10 最高温度と試験体深さの関係 

V0

V (z) = V0 + az

V(m/s)

z(m)

AEセンサ鋼球

加熱面

D

x

図－9 ミラージ層における伝搬経路 

表－5 式(1)の係数と推定された劣化深さ 

加熱温度 a v 0 (m/s) D  (m) 平均深さ (m)
1 16 5000 3880 0.064
16 1 5000 3860 0.068
4 13 8000 3880 0.040
13 4 5500 3780 0.076
1 16 8500 3050 0.135
16 1 8000 3100 0.138
4 13 9000 3060 0.127
13 4 8000 3160 0.130
1 16 11000 2100 0.191
16 1 11000 2240 0.178
4 13 9500 2460 0.183
13 4 5000 2590 0.322*
1 16 14000 1170 0.216
16 1 13500 1470 0.202
4 13 12500 1560 0.211
13 4 15500 1350 0.184

110 0.062

300

500

700

*：劣化深さの平均値の算出に際し，母数から除外している。

発信CH→受信CH

0.132

0.184

0.203
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した劣化深さの関係を示す。図より，超音波法により得

られた速度は，110℃加熱では未加熱試験体と同程度の速

度を示し，300℃以上では加熱温度が上昇するに伴い，超

音波速度が表層で低下している様子がわかる。また，

500℃と 700℃で加熱した試験体では，加熱面から 0.25m

の位置においても未加熱試験体の速度には満たないこと

がわかる。次に，劣化深さの比較では，図－12 より，300℃

加熱の試験体において深さ 0.15m のとき，弾性波速度が

未加熱試験体と同程度（4,200m/s）であり，劣化深さは

0.15m より小さいと予想され，式(1)および式(2)により推

定された結果とほぼ同程度である。一方，500℃および

700℃の結果では，式(1)および式(2)により推定された結

果は，超音波法により得られた結果よりやや浅い劣化深

さであった。この違いは，式(1)および式(2)を用いた劣化

深さの推定では，センサ間距離を大きく確保することで

より深い位置での速度が推定可能となるが，本試験体で

は寸法の制約からセンサ間距離が十分に大きくできなか

ったため，劣化深さの推定結果が小さくなったと考えら

れる。今後，センサ間距離と推定可能な劣化深さの関係

について更なる検討が必要である。 

 

5. まとめ 

 本研究で得られた知見を以下に示す。 

(1) 火害を受けたコンクリートに弾性波トモグラフィ法

を適用した結果，加熱温度の上昇に伴い加熱面の弾

性波速度が低下することを視覚的に表現でき，火害

による面的な劣化評価手法に適用可能であると示唆

された。 

(2) 弾性波速度が深さ方向に単調増加すると仮定して深

さ方向の速度構造を推定し，健全時の弾性波速度と

なる深さを劣化深さとする方法を提案した。その結

果を透過法での速度分布と比較したところ，500℃以

上の加熱ではやや過小評価となったものの，提案し

た手法は，劣化深さの推定に適用可能である。 
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図－11 推定された深さ方向の速度構造 
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