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           経年コンクリート建物の耐久性予測 

 

 三浦大毅＊1     阿部道彦＊2 

  

コンクリート 圧縮強度   かぶり厚さ 

付着強度   反発度    ヤング係数  

 

１.調査目的 

工学院大学八王子キャンパスに新しく校舎ができたこ

とに伴い、本建物旧１号館は地震の影響や昭和 38 年に建

設されてから現在まで 50 年経過していることで、取り壊

しが決まった。しかしながら、本建物の柱・梁・壁には

モルタル仕上げがされており、外観上はほとんど劣化が

見られなかった。このため、当時の鉄筋コンクリートの

品質と鉄筋コンクリート造の建物の調査方法を検討する

のに適切な物件であったため、配筋やコンクリートの品

質の調査を行うとともに、調査方法の検討を行うことと

した。 

２．建物概要 

表－１ 建物概要 

建物名称 工学院大学八王子校舎１号館
所在地 東京都八王子市中野町2665-1
用途 学校
竣工 昭和38年（1963年）
設計者 S建設株式会社
施工者 S建設株式会社
構造形式 鉄筋コンクリート造ラーメン構造
階数 地下1階　地上4階
規模 延床面積；5，040㎡・建築面積；1，008㎡
設計図書 意匠・構造図・構造計算書有り  

写真１　北側 写真2　南側

写真3　東側 写真４　西側  

 

３．既往の調査  

前回強度調査が行われたのは 17 年前（1997 年）にな

る。本建物の設計基準強度（Fc）は 17.6 N/mm2である。 

コア 15 本による階段室の壁から採取した、コンクリート

圧縮強度は、17.6N/mm2~39.7 N/mm2の範囲に分布して

おり、平均で 25.0 N/mm2標準偏差 6.3 N/mm2であった。 

試験結果より、圧縮強度の平均および個々の値も設計基

準強度を上回っていることから、本建物のコンクリート

強度は特に問題ないと考えられた。 

４．調査概要 

コンクリートの品質調査と鉄筋のかぶり厚さの調査を

行うこととし、前者については柱については 10 本、壁 8

か所、後者については柱 10 本とした。 

実際のコンクリートコアの圧縮強度を調査することによ

り、コンクリートの圧縮強度・当該建物のコンクリート

の施工程度、およびコンクリートの品質について検討し

た。 

コンクリート内部にある鉄筋が設計されたときに本来

配置されている場所とどのようにずれているかおよび内

部の鉄筋の錆具合の検討を行った。 

コアを抜く際に鉄筋探査による非破壊の鉄筋探査を行

い、コアを抜いた後、抜いた箇所の柱の右上、右下、左

上、左下をはつり、鉄筋を露出させ、その鉄筋がどのぐ

らい錆びているのかを①錆なし②点錆③全面に赤錆④浮

き錆⑤断面欠損で分けることとした。 

５．調査方法 

5.1コンクリートの品質調査 

（1）部材による試験 

①反発度（JIS A 1155 コンクリートの反発度の測定方法） 

この調査は非破壊によるコンクリートのおよその強度

を測るときに用いる。 

この調査は一か所につき9回×9か所シュミットハンマ

ーを打つのであるが、垂直にやらなければならないた

め予備のデータも含め、12 回とり、12 回×9 か所にし、

より平均を求めやすくした。 

１階の柱から 3 本、5 階の柱から１本についてシュミッ

トハンマーによる調査を行った。 

＊1：工学院大学建築学科 4 年 ＊2：工学院大学建築学科 教授 工博 
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なお、5 階の柱についてはシュミットハンマーを行える

箇所が 1 面かつ 6 か所となっている。 

②超音波（CTM－15「コンクリート中を伝わる超音波の

縦波伝播速度の測定方法（案）」） 

③含水率（水分計による） 

④透気試験（ダブルチャンバー法による） 

（2）コアによるモルタルの付着試験 

①コアに鉄板をエポキシ樹脂を使い取り付ける。 

②建研式付着試験機による付着強度の測定 

（3）コアによるコンクリートの試験 

①密度 質量を体積で除して求めた。 

②中性化（JIS A 1152 コンクリートの中性化深さの測

定方法）中性化については最初と圧縮試験後に割った

ものから計測している。 

③吸水率 吸水前の質量と 48 時間吸水後の質量差を吸

水前の質量で除して算出した。 

④超音波（CTM－15「コンクリート中を伝わる超音波の

縦波電波速度の測定方法（案）」 

⑤動弾性係数（JIS A 1127 共鳴振動によるコンクリー

トの動弾性係数、動せん断弾性係数及び動ポアソン比

試験方法） 

⑥圧縮強度（JIS A 1107 コンクリートからのコアの採

取方法及び圧縮強度試験方法） 

採取から圧縮試験まで JIS A 1107「コンクリートから

のコア及びはり切取り方法及び強度試験」に基づき、

次の順序によって行った。 

注）前回行われた旧一号館の強度試験時にて階段室でコ

アを採取しているため、今回はそれ以外の場所でコアを

採取した。 

a)  コンクリート用コアボーリングにより、直径約 10 お

よび直径約 7．5ｃｍ（長さは直径の１～2 倍程度）

のコアをコンクリート躯体（壁、柱）から採取した。 

b)  採取したコアの端部を研磨し、成形する。 

c)  コア供試体の圧縮強度を JIS A 1107 によって行った。

ただし、供試体の高さが直径の 2 倍より小さい場合

には得られた圧縮強度に補正係数を掛けてｈ/ｄ＝2

の標準のものに換算する。なおｈ/ｄ＝1 の場合 0.89

とする。ｈ/ｄが値の中間にある場合には、補正係数

は補間して求める。 

⑦ヤング係数（JIS A 1149 コンクリートの静弾性係数

試験方法） 

⑧含水率 105℃乾燥により、含水量を乾燥後の供試体の

質量で除して算出した。 

5.2鉄筋の調査 

①非破壊による位置の確認（鉄筋探査機） 

②はつりによる鉄筋の位置の確認（上下左右、主筋、帯

筋が出るまではつった。 

③鉄筋の錆具合 

写真5　シュミットハンマーによる反発度 写真6　モルタルの付着強度試験

写真7　圧縮強度試験・ヤング係数計測 写真8　はつりによる鉄筋の露出

写真9　動弾性係数の測定 写真10　超音波伝搬速度の測定  

６．コンクリートの調査の結果 

6.1柱の反発度試験結果 

結果を以下のグラフに示す。 

 

図 1 柱の反発度の測定結果 

 この表から、1 階の柱に比べて、5 階（ペントハウス）

の柱のほうが強度が低いことがわかる。基本的にはコン

クリートは下の箇所が強度が高いとされているが、その

通りになっている柱もあれば、そうでないものもあった。

1FC-8A 南面の柱脚の表面上に爆裂が見られたりして、強

度が上の箇所の強度を下回る場合もあった。 

反発度の平均値は 50.8 である。このことから当時のコ

ンクリートは反発度の高い硬いコンクリートを使ってい

たことがわかる。 

 

6.2コンクリートの中性化深さ測定結果 
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 結果を以下のグラフに示す。 

 

図２ 柱の中性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 壁の中性化 

 

図 2から柱に関してはモルタルが施されていない 1階、

5 階の柱は中性化が進んでおり、耐久性能が下がっている

ことがわかる。1 階に関して、人の行き来する場所のせい

か、内側のほうが中性化が進んでいる。地下に関しては

モルタルが施されているためあまり影響がないことがわ

かる。 

図 3 から地下の内側のみモルタルが施されていなかっ

たため中性化の進みが著しい。2 階に関して、北面の外側

の中性化が他の面に比べて目立つ。これは北面が一番人

通りが多く、バスも停車していることなどが影響してい

ると考えられる。 

6.3モルタルの付着強度試験結果 

結果を以下に示す。 

 
図 4モルタルの付着強度 

 

この表から上の階は内側より外側のほうが付着強度が

高いが、下のフロアになるにつれ、少しずつ内側のほう

が強くなっていることがわかる。 

付着試験を行った際、付着強度が強くコンクリートコ

アが壊れることがあったが、7.5Φ、10Φどちらも 3 本ず

つ壊れた。 

 

6.4コンクリートの圧縮強度試験結果 

結果を以下のグラフに示す。 

 

図 5 柱の圧縮強度 

 

図 6 2 階の壁方位別圧縮強度 

 

図 7 西面壁の圧縮強度 

 

図 5 から柱に関して、下のフロアのほうが強度が強い

ことがわかる。 

打ち放し 

 



総合研究所・都市減災研究センター(UDM) 研究報告書 (平成 25 年度) 

テーマ 3 小課題番号 3.1-6 

 

4 

 

7.5Φは 10Φより約４％値が大きくなった。 

4 階までは設計基準強度を上回っているが、5 階は平均

値で、設計基準強度を下回っている。 

図 6について地下の強度が弱いことがわかる。しかし、

どのフロアも設計基準強度を満たしている。 

図 7 について木に覆われて日の当たらない東面の強度

は強い。日の当たる西面の強度も中性化の進んでいる北

面、南面よりは強くなっている。 

すべての圧縮強度のなかで最小は 14.4N/mm2、最大は

44.1N/mm2 であった。フロアごとの平均値では設計基準

強度を上回っているが、2 階の北面で 4 本、4 階で 1 本、

設計基準強度を上回っていないものがあった。 

6.5ヤング係数について 

結果を以下のグラフに示す。 

 

図 8 コアのヤング係数 

図 8 から、圧縮強度と同じように 1 階のヤング係数が

高く、5 階のヤング係数が低くなっている。 

なお、理由は不明であるが、7.5Φは 10Φより 6％小さく

なった。 

 

７．コンクリート内部の鉄筋の調査結果 

7.1コア採取時の結果 

実際に行ったところ、柱によっては鉄筋の反応が多く

みられたり、鉄筋が中に入りすぎているせいか、反応が

なかったところも見られた。このため、鉄筋探査機が届

く上の位置と下の位置に印をつけ、その線をつないで鉄

筋のおおよその位置を把握し、コアを採取した。 

しかし、主筋と帯筋が著しく斜めになっていたり、不

規則な位置で曲がっていたりして、本来の本数の主筋、

帯筋より、多く入っていたりしていたためうまく抜けな

い箇所が多数認められ、7.5Φは 3 本、10Φは 14 本鉄筋

に当たってしまい途中で折れる結果となった。 

7.2はつりによる調査結果 

主筋のほとんどは点錆がある程度で、帯筋は点錆の部

分や前面に赤錆があるところが多くみられた。断面欠損

の場所はなく、南西隅角部の柱脚だけ初めからコンクリ

ート表面が爆裂している箇所がある柱の鉄筋に浮き錆が

見られた。この柱は外側かつ、かぶり厚さがあまりなか

ったためこのような結果になったと考えられる。 

 

写真 11 柱脚の爆裂 

 

7.3鉄筋のかぶり厚さ測定結果 

①主筋について 

かぶり厚さの全体の平均は、53.9mm 最大が 115mm、

最小が 16mm、標準偏差が 21.1 であった。打ち放し部分

のかぶり厚さの平均は 55.9mm、モルタルが施されてい

る部分のかぶり厚さの平均は 53.2mm、であった。 

②帯筋について 

かぶり厚さの全体の平均は、40.3mm 最大が 93mm、

最小が 3mm、標準偏差が 19.9 であった。打ち放し部分

のかぶり厚さの平均は 42mm、モルタルが施されている

部分のかぶり厚さの平均は 39.7mm、であった。 

③モルタルについて 

平均が 25.8mm、最大が 55mm、最小が 10mm、標準

偏差が 9.6 であった。 

このことから主筋、帯筋ともに標準偏差が高くばらつ

きが大きい。打ち放し部分とそうでない部分のかぶり厚

さの平均はあまり変わらない。 

 

８．まとめ 

50 年経過した RC 造の調査より以下のことがわかった。 

①コンクリートの反発度は 50 程度と高かった。 

②中性化は打ち放し部分で 20mm 程度で、モルタルが施

されている箇所は 5mm 以下であった。 

③7.5Φのコアの圧縮強度は、10Φのコアより、約 4％大

きくなった。 

④モルタルの付着強度について、上のフロアは外側が大

きく、下のフロアは内側が大きかった。 

⑤柱の圧縮強度の平均は 5 階を除き、設計基準強度を上

回った。 

⑥壁では、方位およびフロアと圧縮強度の間には明確な

傾向は認められなかった。 

⑦鉄筋のかぶり厚さの標準偏差は、柱主筋では 21.1mm、

帯筋では 19.9mm で、JASS5 で採用されている 10mm

の約 2 倍であった。 

⑧ヤング係数は 7.5Φは 10Φより 6％小さくなった。 

⑨1 階南面外柱の柱脚には、鉄筋の錆により爆裂していた

箇所があった。 


