衝撃弾性波による大型供試体を用いた内部欠陥探査の基礎実験
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長さ 1500 ×幅 1200 ×高さ 450mm の端部から 600mm に擬似的な欠陥として，幅 5mm の鉛直空
洞を設けたコンクリート試験体を作成した。鉛直空洞は幅 1200mm を横断しているが，面積は 300
× 300mm，300 × 250mm，300 × 200mm，300 × 100mm，と段階的に小さい。底部の 100mm
には空洞は存在しない。空洞探査を目的に，1500mm，120mm，450mm の 3 方向から厚さと透過
P 波速度を測定した。MEM 厚さスペクトル，透過 P 波速度から等高線分布を作成し比較検討し
た結果を報告する。
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1. はじめに
コンクリート内部の空洞は内部欠陥である。空洞よりも，ジャンカやコールドジョイントのよう
に空気量を多量に含む形で存在する事が多い。構造物の曲げ剛性はヤング係数 E と断面 2 次モーメ
ント I の積 EI で表される。表面近傍の空洞は耐久性を低下させ，内部の空洞は曲げ剛性を低下させ
るので避けなければならない。コンクリートの内部欠陥を探査する方法として，弾性波速度に着目
したサイスミックトモグラフィー法（弾性波 CT）があるが，測定方法や高度の解析技術が必要とさ
れ難解である 1) 。
今回の実験は，コンクリート内部の空洞を弾性波解析の MEM 厚さスペクトルおよび透過 P 波速
度の 2 つを組み合わせて探査可能か実験で確認する事である。空洞を横断すると，透過 P 波速度は
速度低下する，MEM 厚さスペクトルでは厚さ異常値となると仮定した。ところが，実験では予想
と異なる結果となったので報告する。
弾性波速度と MEM 厚さスペクトルへの空洞の影響
縦弾性波 (P 波) の速度は、縦弾性係数 E ，密度 ρ，ポアソン比 ν とすると，
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波を伝える物質の力学的な性質は, 物質の慣性を示す定数 (密度) と変形に比例する力の定数 (弾性
定数) で表される。コンクリート構造物の内部に空洞が存在すると弾性係数と密度が変化するため，
弾性波速度は低下する。しかし，構造物内部の空洞の大きさおよび深さと弾性波速度の低下割合は
明確に分かっていない。
多重反射が成立するとき，厚さを D， P 波速度を VP ，共振周波数 fo とすると
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(2)

両者とも弾性波速度が関係する事，特に厚さの測定ではハンマーの入力波長との関係で側面から
の反射波による波形周期の乱れ，内部の微小気泡の影響などによる周波数の変動により，虚の計測
厚さが現れる事があるので注意が必要である。

2. 実験内容
供試体は，1500 × 1200 × 450mm の立方体で設計強度 24MPa の鉄筋コンクリートである。空洞
は F から 600mm に，深さ 300mm を基準として空洞高さを 300，250，200，100mm と階段状に設
置 (写真-1 参照)。
空洞探査は入力波長の影響を受けると考え，鋼
球ハンマーは，15mm，44mm，63mm およびダイ
トランのインパルスハンマーを使用した。透過 P
波速度は，AB，CD，EF とはさんで測定，厚さ測
定は両面を挟む方法と片面からの測定を併用した。
測定装置は iTECS-6 を使用し，透過 P 波速度のサ
ンプリングレートは 1 μ s である。
写真-1

供試体の概要

3. 実験結果および考察
3-1. 空洞と透過 P 波速度
表-1 の黒枠線は空洞で，ピンクは低速度範囲 20%, 黄色は高速度範囲 20%, 青色は中間 60% であ
る。表面近傍の深さ 5-10cm で，P1 側には空洞が存在するので速度低下は妥当だが，P23 側の表面
には存在しないのに速度低下は顕著。空洞を通過する透過 P 波速度が低下しない理由は不明。底面
は空洞が無いので弾性波速度は速い。表-1 の透過 P 波速度の平均速度は 4151m/s である。

表-2 は，空洞と平行で弾性波経路 1200mm の透過 P 波速度である。左右端部で上部と下端に低速
度が見られる。周辺の弾性波は，空気に接しているので自由境界面である。自由境界面の弾性波速

度は棒と等価で，ポアソン比 0.2 では 5.4% 遅くなる。表-2 の平均透過 P 波速度は 4409m/s。
表-3 は，鉛直方向厚さ 450mm の透過 P 波速度である。
低速度は，自由境界面の周辺部分にほぼ集中している。
この供試体は，中央に高速度の範囲が存在する事から
推測するとヤング係数は均質では無い。これは締め固
め不良による微小空隙が原因と思われる。表-3 の平均
透過 P 波速度は 4934m/s。
図-1 に空洞を横断する深さごとの平均透過 P 波速度
(弾性波経路長 1500mm) を示した。深さ 30cm までは
階段状空洞で，25cm30cm は全部空洞でつながってい
る。この図からは空洞よりも深さによる影響が大きい
ようにみえる。
図-2 は空洞と平行の平均透過 P 波速度 (弾性波経路長
1200mm) を示した。空洞が無いと深さの中央の弾性波
速度が速く上端下端の自由境界面に接する速度は遅い。
中央速度が速く上端下端は遅いパターンが普通とする
と，図-1 は空洞面積に比例しない偏りはあるが，影響
は受けていると推量される。

3-2. 空洞と MEM 厚さスペクトル
多重反射波が成立すると仮定して式 2 により計測厚さを求めた。測定波形の周期は，初期と終期
ではかなり変化した。側面反射波，表面波反射の影響を軽減するため，厚さ 450mm では解析時間
を約 4 ミリ秒に制限した。

表-4 は空洞を横断する (測定厚さ 1500mm) の計測厚さである。色分けは透過 P 波速度と方針を変
え，実寸長を重視して，1500 ± 50mm を青色，1551 以上をピンク，1449 以下を黄色とした。空洞
の無い下端中央に実寸長と一致する領域があり，左端上部は空洞までの厚さ 600mm 超，中央に過
小計測厚さが分布している。
表-5 は空洞と平行の (測定厚さ 1200mm) の計測厚さである。両端と P18 の空洞付近に計測厚さが
過大のピンク，中央の過小計測厚さは，表 3 の弾性波速度が高速度の影響と推測されるが，コアを
採取して確認しないと実態は不明である。
表-6 は表面 A からの (測定厚さ 450mm) の計測厚さである。上下左右の端部と P18 の空洞付近に
過大計測厚さのピンク，過小厚さも存在するが，解析時間を 4 ミリ秒に制限すると実寸長の 450mm
が多数観測される。
図-3 に深さ 25cm(測定厚さ 1200mm) の計
測厚さのヒストグラムを示した。測定点 17,18
の空洞の影響で計測厚さは過大となっている。
1 と 29 の両端は自由境界面で実際の弾性波速
度は遅いため，弾性波速度一定で計算する計
測厚さは厚くなる。
図-4 は A から厚さ (測定厚さ 450mm) のヒ
ストグラムである。測定点 18,19 は空洞の影
響で計測厚さは過大である。図-3, 図-4 の結果
は，測定面に方眼を設け多数点を測定し，厚
さ分布とヒストグラムを作成すると鉛直空洞
を探査できることを示唆している。

4. まとめ
大きさの異なる空洞を設置した供試体を製作し，衝撃弾性波の透過 P 波速度と MEM 厚さスペク
トルを測定し，平面分布とヒストグラムにより検討した結果は次のとおりである。

1. 今回の実験では，空洞を横断する透過 P 波速度は空洞の面積に比例した速度低下は示さない。
空洞の影響よりも打設面上部の速度が最も遅い結果となった。空洞と平行な透過 P 波速度は，
深さの中央付近で速く上端下端では遅く，中央凸の山型となった。上端下端は空気に接する自
由境界面で拘束を受けないので弾性波速度は遅くなるといわれていることと一致した。

2. これまでの実験では透過 P 波速度は空洞により速度低下した。今回の測定で速度が低下しな
い原因は，深さ 600mm に 300mm 平方よりも小さい空洞，局部的な微小気泡の存在，供試体
の側面反射などが影響していると思われる。視点を変えた測定が望まれる。

3. 厚さ測定を平面表示し，供試体のヤング係数のばらつきを把握できた。周辺部分は自由境界面
のため計測厚さは厚くなっている。

4. 多重反射波による厚さ測定は，空洞では厚さの異常値となった。過大厚さが多数であるが過小
厚さになる場合もある。多数点を測定し平面分布とヒストグラムを検討すると内部の空洞を探
査できると考えられる。
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