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まえがき 

北海道開発局では、農業水利施設のストックマネジメ

ントの一環として、国営事業完了地区の基幹的農業水利

施設を対象に、機能診断および機能保全計画の策定を進

めている。北海道に代表される積雪寒冷地において機能

診断を進めるためには、コンクリート構造物の凍害など、

積雪寒冷地特有の劣化現象に対応する診断技術を確立す

る必要がある。そのため、北海道開発局と（独）土木研

究所寒地土木研究所は、連携してコンクリート開水路の

劣化状況の調査とその分析を行っている。また、（独）

土木研究所寒地土木研究所は、鳥取大学、北見工業大学、

日東建設株式会社と共同で、コンクリート開水路におけ

る凍害劣化機構の解明、凍害劣化を生じたコンクリート

開水路の調査・診断手法や対策工法に関する検討などを

行っている1), 2)。 
本報では、昨年度までに検討を進めてきた凍害劣化を

対象とした各種調査手法において、実用化に伴う課題の

抽出を行い、各手法の適用方法を定めた、「開水路の凍

害診断マニュアル（案）」において策定・提案する内容

について報告する。 
 

1.  研究の目的 

北海道において農業農村整備事業で造成された基幹的

な農業水利施設は、水路延長では約12,000kmに上り、再

建設費ベースでは約3兆円に及ぶ社会資本ストックを形

成している。この内約半数以上が今後20年以内に更新が

必要な施設である3)。平成23年度までに北海道開発局が

行った国営造成水利施設の機能診断の中でコンクリート

開水路を対象とした診断の延長は約1,000kmであり、健

全度指標Ｓ－３（変状が顕著に認められる状態、劣化の

進行を遅らせる補修工事などが適用可能な状態）4)以下

の水路延長は約40%に及ぶ1)。 

農業水利施設のストックマネジメントとは、農業水利

施設の定期的な機能診断に基づく機能保全対策を通じて、

既存施設の有効活用や長寿命化を図り、ライフサイクル

コストを低減するための技術体系および管理手法のこと

を指し示すものである5)。施設の機能診断調査を日常管

理と連携させて、診断により得られる情報と補修・補強

工事に関する情報を蓄積しつつ、ライフサイクルコスト

を低減することを実現するための機能保全計画を策定し、

効果的な機能保全対策を実施することにより、施設の戦

略的な保全管理を図るものである。このため、今後も、

効率的かつ効果的に農業水利施設の機能診断を実施して、

診断により得られる情報を蓄積していくことが重要であ

り、長大な延長を有するコンクリート開水路においても、

より効率的で精度の高い診断技術を確立する必要がある。 
コンクリート開水路の機能診断調査は、一般に、「農

業水利施設の機能保全の手引き「開水路」（平成22年6
月）」6)（以下、「手引き」と略記する）を用いて行わ

れている。「手引き」では、機能診断調査は、事前調査、

現地踏査（概査）により現地調査の範囲・内容・密度な

どについて検討を行い、現地調査（定点調査）、必要に

応じた詳細調査を行うこととされている。「手引き」に

おけるコンクリート開水路の性能低下要因には、コンク

リートの劣化に関する種々の要因が示されており、現地

調査項目には、劣化要因に応じた調査項目が列記されて

いる。また、調査項目には、北海道に代表される積雪寒

冷地において機能診断を行う上で必要とされる凍害劣化
7)を対象とした項目もいくつか含まれている。しかしな

がら、現地踏査・調査における調査手法や、詳細調査に

おける検査・試験方法などについては明示されておらず、

具体的な評価方法については整理されていないという状

況にある6), 8)。 
一方、コンクリート構造物の凍害診断に関しては、現

在、種々の参考書や手引き類が発行されている9), 10), 11), 12), 

13), 14), 15)。しかしながら、いずれも農業水利施設を構成す

1



キーワード：コンクリート開水路、凍害診断、超音波法、機械インピーダンス法、X 線 CT 法、マニュアル 

るコンクリート構造物を主たる対象としたものではなく、

コンクリート開水路に特有の、一般のコンクリート構造

物に比べて部材厚が薄い、流水との接触が多い上に背面

側からは地下水が供給される過湿な供用環境に置かれて

いるものが多い、寒冷地では落水期間は水路内の全面が

過酷な気象条件に曝される、といった諸条件について考

慮されてはいない。そのため、基本的な劣化メカニズム

や診断に際する考え方については活用できるものの、実

際の診断の場面に際しては、種々の問題点を有している

のが現状である。 
本研究では、昨年度までに、コンクリート開水路の凍

害劣化を対象とした各種調査手法について検討を進めて

きた。最終年度となる本年度では、各種調査手法におい

て実用化に伴う課題の抽出を行い、各手法の適用方法を

定め、検討を行った手法を含む各種調査手法から構成さ

れる「開水路の凍害診断マニュアル（案）」の策定・提

案を行い、今後検討を行うべき課題について示した。 
 

2.  研究の計画 

コンクリート開水路の凍害診断は、概ね、収集・整理

した既存資料、あるいは過去の機能診断調査結果などか

ら診断対象箇所を抽出し、凍害環境下に位置するコンク

リート開水路において、目視による観察を行い（凍害の

目視確認）、各種の非破壊調査手法により表面や内部の

劣化状況を推定するとともに重点的調査を行う区間を選

定し、選定した区間において局部的な破壊を伴う調査手

法により劣化状況を確認する（凍害の調査・診断）、と

いう流れにより実施される。その後、対策工法を選定・

適用し（凍害の対策）、対策工法適用後のモニタリング

や対策の効果確認を行い（凍害の施設監視）、それらの

結果を以後の保全管理における参考資料として記録・保

存・活用することで、診断は完結する。そこで本研究で

は、凍害の目視確認、調査・診断、対策、施設監視の各

段階における問題点を整理し、実用化に伴う課題の抽出

を行い、それぞれ検討を進めた。 
本研究の研究計画を表-1に示す。平成24年度は、凍害

の目視確認に関して、凍害による変状の発生形態を調べ、

目視による観察時における留意点を整理した。また、凍

害の調査・診断に関して、主に超音波法（表面走査法、

採取コアを用いた透過法）の適用性の検討を行った。平

成25年度は、凍害の調査・診断に関して、主に非破壊調

査手法である衝撃弾性波法および機械インピーダンス法、

局部的な破壊を伴う調査手法であるX線CT法の適用性の

検討を行った。 
最終年度となる本年度は、凍害の調査・診断に関して、

超音波法、機械インピーダンス法、X線CT法、蛍光エポ

キシ樹脂含浸法において測点および試験体数を増やした

検討を進め、各調査手法における実用化に伴う課題の抽

出を行い、各手法の適用方法を定めた。また、検討を行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
った手法を含む各種調査手法から構成される「開水路の

凍害診断マニュアル（案）」を策定した。 
 

3.  「開水路の凍害診断マニュアル（案）」の概要 

 
(1) 「開水路の凍害診断マニュアル（案）」の目的と適

用方法 

「開水路の凍害診断マニュアル（案）」（以下、本マ

ニュアル（案）と略記する）は、積雪寒冷地に位置する

コンクリート開水路の機能診断を行うに当たり、その性

能低下要因が凍害劣化にあると推定されるコンクリート

開水路を対象として、凍害の目視確認、調査・診断、対

策、施設監視の各段階において適用する。 
本マニュアル（案）には、①効率的かつ効果的な診断

が行えること、②可能な限り数値化された基準により客

観的な診断が行えること、③補修・補強なのか改築なの

かの判断を行えること、④補修・補強の際の劣化除去範

囲を特定できること、⑤対策工法における要求性能を特

定できること、が望まれる。そのため、本マニュアル

（案）では、凍害劣化を対象とした各種調査手法の適用

方法と評価・判定基準について定めている。 
なお、本マニュアル（案）において、凍害の対策、施

設監視まで包含するのは、各種対策工法における要求性

能を把握するための詳細調査も凍害診断に含まれると考

えられ、また、対策工法適用後のモニタリングや対策の

効果の確認結果を以後の保全管理における参考資料とし

て記録・保存・活用することが望ましいと考えられるた

めである。ただし、各種対策工法における具体的な方法

までは包含していない。 

 表-1 コンクリート開水路の凍害診断技術の研究計画 
 

診断技術 研究内容 実施年度 

非破壊※ 

目視による観察時における留意点の整

理 
H24 

超音波法（表面走査法）による凍害劣

化深さの推定手法および内部変状の調

査手法の検討 
H24,H25,H26 

衝撃弾性波法による内部変状の調査手

法の検討 
H25 

機械インピーダンス法による内部変状

の調査手法の検討 
H25,H26 

微破壊※ 

超音波法（採取コアを用いた透過法）

による凍害劣化深さの確認手法の検討 
H24,H25,H26 

水銀圧入法による細孔構造の分析 H25,H26 

推定強度と超音波伝播速度との関係の

評価 
H25,H26 

X 線 CT法による凍害劣化深さの確認手

法および内部変状の調査手法の検討 
H25,H26 

蛍光エポキシ樹脂含浸法による凍害劣

化深さの確認手法および内部変状の調

査手法の検討 
H26 

※非破壊：非破壊調査手法 

微破壊：局部的な破壊を伴う調査手法 

2



キーワード：コンクリート開水路、凍害診断、超音波法、機械インピーダンス法、X 線 CT 法、マニュアル 

本マニュアル（案）の適用フローを図-1

に示す。本マニュアル（案）では、それの

みをもって完結することを前提としている

が、コンクリート開水路の機能診断が「手

引き」を用いて行われている実情に鑑み、

「手引き」の「開水路の機能保全のフロ

ー」に基づき機能診断を行う際の本マニュ

アル（案）の適用方法についても取り上げ

た。 
 
(2)  凍害の目視確認 

凍害の目視確認は、診断対象のコンクリ

ート開水路の性能低下要因が凍害劣化にあ

るか否かを推定することを目的として、目

視による観察や打音による点検により行う。

具体的には、ひび割れ、スケーリング、ポ

ップアウトなどの凍害劣化に特有の変状が

発生しているか否かを確認する。本マニュ

アル（案）では、凍害による変状の種類お

よび発生形態、変状の発生・進展の機構に

ついて示した。 
コンクリート開水路に発生した凍害によ

るひび割れの事例を図-2に示す。コンクリ

ート開水路の様に部材厚が比較的薄い構造

物は、気温や水分の影響を受け易く、コン

クリート内部の劣化が進むと躯体の構造安

定性に影響を及ぼす場合もある。ひび割れ

は、躯体表面に発生する表面ひび割れと、

躯体内部に発生する内部ひび割れに大別さ

れる。表面ひび割れの発生形態には、長手

方向ひび割れ、隅角部ひび割れ、亀甲状ひ

び割れなどが挙げられ16)、内部ひび割れの発

生形態には、層状ひび割れ、微細ひび割れ 
などが挙げられる17)。層状ひび割れは、躯体の部材厚の

方向に、躯体表面と平行に発生する層状のひび割れであ

る。コンクリート開水路では、凍害が発生する凍結期は

非灌漑期に当たり、気中部（最多頻度水位の上側）は元

より水中部（最多頻度水位の下側）であっても凍結融解

作用を受ける。躯体における温度変化は、気中部、水中

部の如何を問わず面的に生じるため、面的に内部に伝わ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ることになる。その結果、部材厚の方向に温度変化とそ

れに伴う凍結による膨張圧が生じて、層状にひび割れが

発生する17)。層状ひび割れは、その進展により躯体の崩

壊を発生させる場合もある。 
コンクリート開水路の性能低下要因が凍害劣化にある

と推定される場合、以後の調査・診断では凍害劣化を主

たる対象としなければならない。躯体内部に劣化が発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-2 コンクリート開水路に発生した凍害によるひび割れの事例 

表面ひび割れ（長手方向ひび割れ） 内部ひび割れ（層状ひび割れ） 層状ひび割れの進展による崩壊 

 

凍害の目視確認 

凍害の施設監視 

凍害の対策 
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図-1 本マニュアル（案）の適用フロー 

・点検情報 

・診断情報 

・凍害危険度の分布図 

・変状の種類 

・変状の発生形態 

・変状の発生・進展の機構 

・調査 

・劣化予測 

・評価および判定 

・対策工法の調査・診断など 

・対策工法の選定など 

 

・モニタリングと施設監視 

：本マニュアル（案）の 

適用範囲 
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したコンクリート開水路では、その発生範囲、即ち補

修・補強・改築時における劣化除去範囲を特定する必要

がある。 

また、実際には、凍害劣化は凍上力など積雪寒冷地に

特有の荷重による損傷や摩耗劣化と複合して発生してい

る場合が多い。その場合、これらの要因を対象とした調

査・診断を併せて行う必要がある。 

 

(3)  凍害の調査・診断 

凍害の調査・診断は、診断対象のコンクリート開水路

において適切な対策を講じることを目的として、非破壊

または局部的な破壊を伴う各種調査手法により行う。具

体的には、目視による観察、超音波法、衝撃弾性波法、

機械インピーダンス法、X線CT法、蛍光エポキシ樹脂含

浸法などを適用して調査・診断する。本マニュアル

（案）では、凍害の調査、劣化予測、評価および判定、

対策工法に期待される効果と要求される性能の特定、対

策工法の調査・診断（既設補修・補強工法の調査・診

断）について示した。 
a) 目視による観察 

本研究では、凍害による変状の発生形態を調べ、目視

による観察時における留意点を整理した18), 19)。その結果

を基に、凍害の調査箇所の選定方法、凍害の発生の有無

の判断方法を定めた。なお、結果の詳細については引用

元の文献1), 18), 19)を参照されたい。 
b) 超音波法 

本研究では、超音波法の一つである表面走査法、採取

コアを用いた透過法の適用性の検討を行った18), 20), 21)。そ

の結果を基に、凍害の発生の有無の判断方法、劣化深さ

の推定および確認方法、内部変状の調査方法を定めた。 
超音波法は、超音波の伝播速度の差異からコンクリー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トの品質の差異を判定する手法である。表面走査法の概

念を図-3に、採取コアを用いた透過法の概念を図-4に示

す。表面走査法は、躯体表面に配置した発・受振子間の

距離を変化させながら順次伝播時間を測定することによ

り得られる走時曲線から、コンクリート表層部に存在す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X0 

図-3 表面走査法の概念
22) 

劣化層 t 

健全層 

X1 
X2 

X3 
X4 

Xn 

発振子 受振子 

躯体 

図-4 採取コアを用いた透過法の概念 

劣化層 t 健全層 

発振子 

受振子 

コア採取 

躯体 

（貫通） 
φ100mm 

図-5 超音波法の測定結果の事例（上：表面走査法，下：透過法）
21) 

 

層状ひび割れ 

崩壊 微細ひび割れ 

層状ひび割れ 

（a区間No.3左岸側水中部） （a区間No.1右岸側気中部） （w区間No.1右岸側気中部） （b区間No.1右岸側気中部） 

微細ひび割れ 
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る劣化層の厚さを推定する手法である。本法における劣

化層の厚さtは、式(1)により表される。 
 
 

ここで、X0は表層が劣化したコンクリートの場合に得ら

れる破線(a)の傾斜が変わる位置、Vdは劣化層の伝播速度、

Vsは劣化層の奥側に存在する健全層の伝播速度である22)。

一方、採取コアを用いた透過法は、コア側面に配置した

発・受振子を部材厚方向にスライドさせながら順次伝播

速度を測定することにより、躯体表面からの深さ毎の劣

化状況を確認する手法である。本法では、得られた伝播

速度Vより、既往の研究結果23)から導き出された式(2)お
よび式(3)により相対動弾性係数を算出し、劣化の程度

を定量化する。 
Ed ＝ 4.0387 V 2 － 14.438 V ＋ 20.708      (2) 
相対動弾性係数（%）＝ Ed n／Ed0 × 100     (3) 

ここで、Edは動弾性係数、Ed nは深さnにおける動弾性係

数である。Ed0は、最奥部の健全層とみなされるコンク

リートの動弾性係数とする。 
本研究において得られた超音波法の測定結果の事例を

図-5に示す。上段は表面走査法で得られた代表的な走時

曲線のパターン、下段は各測点の透過法の測定結果であ

る。図の左端のパターンでは、式(1)が適用できる前提

条件であるVd＜Vsの関係が成立し、劣化深さを推定でき

る。一方、中央の2つのパターンでは、Vd＞Vsとなり、

式(1)が適用できず、劣化深さを推定できない。これは、

表層部のコンクリートに比べその奥側に存在するコンク

リートの品質が内部変状により低下したためと考えられ

る。また、右端のパターンでは、近似直線間に交点が存

在せず、式(1)が適用できないため、劣化深さを推定で

きない。これは、走査位置に、品質が低下したコンクリ

ートが局部的に存在したためと考えられる。 
本研究では、測定を行った計29測点の内、走時曲線が

Vd＜Vsとなるパターンは10測点、Vd＞Vsとなるパターン

は17測点、近似直線間に交点が存在しないパターンは2
測点であった。Vd＜Vsとなる10測点における、表面走査

法における劣化深さと透過法において相対動弾性係数が

3%低下した最大深さとの関係を図-6に示す。両者は近

い値となり、一定の相関性がみられた。また、この10測
点では、コアの外観において微細ひび割れなどの内部変

状は確認されなかった。一方、Vd＞Vsとなる17測点と近

似直線間に交点が存在しない2測点とを合せた計19測点

の内、微細ひび割れは13測点、層状ひび割れは10測点、

崩壊は2測点において確認され、内部変状が確認されな

い測点は1測点のみであった。 
本研究の結果から、表面走査法では、劣化深さを推定

できるか否かはコンクリート躯体における内部変状の存

在の有無により定まると考えられ、躯体内部に微細ひび

割れなどが存在しない場合は劣化深さを推定できる可能

性は高く、存在する場合はその可能性は低くなることが 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分かった。また、得られる走時曲線のパターンを整理・

分析することにより、内部変状の存在を定性的に検出で

きる可能性があることが分かった。一方、透過法では、

相対動弾性係数はコンクリートの含水状態により大きく

影響を受けることが分かった。また、表面に近付くほど

低下する傾向がみられ、さらに、内部変状が確認される

場合はその箇所において著しく低下する傾向がみられた。 
本マニュアル（案）では、超音波法は、①超音波伝播

速度またはそれから算出される相対動弾性係数から凍害

の発生の有無とその劣化の程度を把握でき、採取コアを

用いた透過法において劣化深さを確認できる、②コンク

リート躯体に内部変状が存在しない場合は、表面走査法

において劣化深さを推定できる、③内部変状が存在する

場合は、走時曲線のパターンから内部変状を検出できる

こととする。 
c) 衝撃弾性波法 

本研究では、衝撃弾性波法（Impact Echo法）の適用性

の検討を行った24)。その結果を基に、凍害の発生の有無

の判断方法、内部変状の調査方法を定めた。なお、結果

の詳細については引用元の文献2), 24)を参照されたい。 
本マニュアル（案）では、衝撃弾性波法は、①弾性波

伝播速度から凍害の発生の有無とその劣化の程度を把握

できる、②コンクリート躯体に内部変状が存在する場合

は、周波数スペクトルから内部変状を検出できる、③内

部変状が存在する場合は、内部変状までの深さを推定で

きることとする。 
d) 機械インピーダンス法 

本研究では、機械インピーダンス法の適用性の検討を

行った25), 26), 27)。その結果を基に、凍害の発生の有無の判

断方法、内部変状の調査方法を定めた。 
機械インピーダンス法は、図-7に示す様に、加速度計

が内蔵されたハンマでコンクリート躯体表面を打撃し、

得られた打撃力波形から打撃対象物の機械インピーダン

スを測定して、コンクリートの表面近傍の強度を推定す

る手法である。本法で得られる打撃力波形を図-8に示す。

機械インピーダンス値ZRは、波形のピーク値Fmaxおよび

ハンマが反発を受けた直後の速度VRから式(4)により算出

され、推定強度Eは、ZRから式(5)により算出される。

図－6 表面走査法における劣化深さと透過法における 
相対動弾性係数 3%低下深さとの関係 

ds

ds

VV
VVXt

2
0 (1) 
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（a：測定機器固有の較正値） 
ZR ＝ Fmax／VR 

1.2             (4) 
E      ＝ a × ZR 

3              (5) 
また、コンクリート躯体に変状の発生がみられる場合、

変状発生部では、健全部に比べ打撃力の最大値は小さく、

継続時間は長くなるため、この波形の差異から変状の発

生の有無を判断する。 
本研究において得られた健全部と剥離部の波形の事例

を図-9に示す。図中の実線の波形は健全部の波形、破線

の波形は剥離部の波形である。剥離部の波形では、健全

部の波形に比べ相対的に打撃力の最大値は小さく、打撃

力の継続時間は長くなる。コンクリート開水路に発生す

る層状ひび割れは、必ずしも躯体表面から進行するわけ

ではない。層状ひび割れが発生した箇所では、ひび割れ

よりも表面側にあるコンクリートは比較的健全であり、

部材厚のみ薄くなっている場合も多い。この様な場合に

本法により測定を行うと、打撃に対して表面側のコンク

リートが板バネの様に挙動し、構造剛性が測定値に反映

される。構造剛性は部材厚が薄いほど低くなるため、機

械インピーダンス値の変化を捉えることで、層状ひび割

れを検出できるものと考えられる。 
推定強度と部材厚方向において透過法により求めた超

音波伝播速度との関係を図-10に示す。図中の青丸は健

全箇所で得られた測定値、赤三角は層状ひび割れ発生箇

所で得られた測定値である。健全箇所、層状ひび割れ発

生箇所において、それぞれ相関性がみられた。各近似式

の交点から求まる推定強度約30N/mm2、超音波伝播速度

約4,000m/sを境界として、これを下回る場合は層状ひび

割れ発生の可能性が高まることが考えられた。 
本研究の結果から、機械インピーダンス法では、打撃

力波形またはそれから算出される推定強度より、内部変

状の存在を定性的に検出できる可能性があることが分か

った。 
本マニュアル（案）では、機械インピーダンス法は、

①機械インピーダンス値から強度を推定できる、②コン

クリート躯体に変状が存在する場合は、打撃力波形から

変状を検出できる、③内部変状が存在する場合は、推定

強度から内部変状を検出できることする。 
e) Ｘ線ＣＴ法・蛍光エポキシ樹脂含浸法 

本研究では、採取コアを用いたX線CT法、蛍光エポキ

シ樹脂含浸法の適用性の検討を行った28)。その結果を基

に、凍害の発生の有無の判断方法、劣化深さの確認方法、

内部変状の調査方法を定めた。 
X線CT法は、X線を用いたコンピュータ断層撮影法で

あり、医療や工業の分野で広く用いられている非破壊試

験法である。近年、硬化コンクリートに対する適用事例

も報告されており29)、測定対象物の内部を二次元ないし

三次元で確認できるだけでなく、密度分布に関する情報

も得ることができる30)。本研究においてX線CT法は産業

用高エネルギーX線CT装置（日立製作所社製9MVCT装 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
置）を用いて行っている。本法における密度ρ’は、式

(6)により表される。 
ρ’ ＝ 0.0008 × 画素値            (6) 

ここで、画素値とは、X線吸収率、即ち画素の明るさ、

画素の濃度を表す指標である30)。本法では、密度ρ’を

図-7 機械インピーダンス法による測定状況 

ハンマ 

図-8 機械インピーダンス法の打撃力波形
25)
 

図-9 健全部と剥離部の波形の事例
26)
 

図-10 推定強度と超音波伝播速度との関係
27)
 

6
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用い式(7)から相対密度を算出し、劣化の程度を定量化

する。 
相対密度（%）＝ ρ’n／ρ’0 × 100     (7) 

ここで、ρ’nは深さnにおける密度である。ρ’0は、

試験体毎に算出される最大の密度とする。 
蛍光エポキシ樹脂含浸法は、劣化を受けたコンクリー

ト構造物から採取した試験体に蛍光染料を添加した超低

粘度形注入用エポキシ樹脂を低真空状態で注入・硬化さ

せ、試験体の切断面に紫外線を照射して微細ひび割れな

どを可視画像として評価する手法である。本法では、先

ず、試験体の中央部において、表面に対して垂直に、鉛

直方向の断面が得られるように切断を行う。その後、蛍

光染料を添加したエポキシ樹脂を注入・硬化させ、上述

の切断面から厚さ10mmの位置でスライス切断を行う。

画像撮影は、このスライス切断面において行う。ひび割

れは、画像毎に、表面からの深さ0～40mm、40～80mm、

80～120mmの各範囲で抽出する。ひび割れの抽出では、

汎用画像処理ソフトウェアを用いる。画像をグレースケ

ール化して256階調の濃淡画像を作成し、しきい値128で
2値化して画素数からひび割れの面積を求め、範囲毎の

面積比率を求める。 
本研究において得られたX線CT法および蛍光エポキシ

樹脂含浸法の測定結果の事例を図-11に示す。上段は透

過法により得られた相対動弾性係数、相対密度、ひび割

れ面積比率の測定結果、中段はX線CT法による撮影画像、

下段は蛍光エポキシ樹脂含浸法による撮影画像である。

X線CT法では、ひび割れを直接視認できない場合がある

が、相対密度を算出することによりひび割れの発生範囲

を確認できる。一方、蛍光エポキシ樹脂含浸法では、抽

出できるひび割れには一定の幅と連続性が求められるも

のの、ひび割れを直接視認できる。 
透過法により得られた超音波伝播速度と密度ρ’との

関係を図-12に、超音波伝播速度とひび割れ面積比率と

の関係を図-13に示す。超音波伝播速度が低くなるほど、

密度ρ’は低くなり、また、ひび割れ面積比率は高くな

った。超音波伝播速度もしくは密度が低下する要因、ま

たはひび割れ面積比率が増加する要因は各々異なるため、

その相関性はいずれも低いものの、変状の程度により、

超音波伝播速度の低下範囲からひび割れの発生範囲を予

測できる可能性があること、また逆に、ひび割れの発生

範囲から超音波伝播速度の低下範囲を予測できる可能性

があることが示唆された。 
本研究の結果から、X線CT法では、連続性がない微細

ひび割れや直接視認することが難しい潜在的な劣化など

に対しても適用できる可能性があることが分かった。一

方、蛍光エポキシ樹脂含浸法では、変状が大きい場合に

有効であることが分かった。 
本マニュアル（案）では、X線CT法、蛍光エポキシ樹

脂含浸法は、①変状の発生形態を把握することができる、

②内部変状の発生範囲を確認することができる、③密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 X線CT法・蛍光エポキシ樹脂含浸法 
の測定結果の事例

28) 

（蛍光エポキシ樹脂含浸法による撮影画像） 

（X線CT法による撮影画像） 

（相対動弾性係数・相対密度・ひび割れ面積比率） 

表
面 

背
面 

表
面 

背
面 

ひび割れ面積比率4%以上 

表面から120mm 

表面から120mm 

図-12 超音波伝播速度と密度ρ’との関係
28)
 

図-13 超音波伝播速度とひび割れ面積比率との関係
28)
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ρ’、ひび割れ面積比率から超音波伝播速度の低下範囲

を推定できることとする。 
 
(4)  凍害の対策 

凍害の対策は、診断対象のコンクリート開水路におい

て低下した性能を回復・向上させることを目的として、

要観察、補修・補強、改築のいずれかを選定することに

より行う。具体的には、補修工法、補強工法などを選定、

適用して対策を行う。本マニュアル（案）では、凍害の

対策工法の選定（評価および判定）、補修・補強工法の

効果の確認について示した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5)  凍害の施設監視 

コンクリート開水路の凍害劣化に対する施設監視は、

診断対象のコンクリート開水路において回復・向上させ

た性能が維持されているか否かを確認することを目的と

して、原則として非破壊調査手法により行う。具体的に

は、目視による観察、超音波法、機械インピーダンス法

などを用いた調査、対策工法適用時に設置した各種モニ

タリング機器によるデータの記録などにより施設監視を

行う。本マニュアル（案）では、凍害のモニタリング、

施設監視について示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図-14 「手引き」の「開水路の機能保全のフロー」

6)
と本マニュアル（案）との各章との関係 

（開水路の機能保全のフロー抜粋
6)
） 

「開水路の凍害診断マニュアル（案）」 
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５．凍害の施設監視 

５．１ 凍害のモニタリング 

５．２ 凍害の施設監視 
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(6)  凍害劣化を主たる性能低下要因としたコンクリート

開水路の機能診断 

本マニュアル（案）では、「手引き」の「開水路の機

能保全のフロー」に基づき機能診断を行う際の適用方法

について示している。 
「手引き」の「開水路の機能保全のフロー」と本マニ

ュアル（案）の各章との関係を図-14に示す。第2章の

「凍害の目視確認」は、主に「手引き」における「機能

診断調査」の現地踏査（概査）、性能低下要因の推定、

現地調査の範囲・内容・密度等の検討、現地調査（定点

調査）の際に適用することを想定している。第3章の

「凍害の調査・診断」は、これらに加え、必要に応じて

行われる詳細調査の際に適用することを想定している。

また、第4章の「凍害の対策」は主に「機能保全計画の

策定」の対策工法の選定時において、第5章の「凍害の

施設監視」は主に「機能保全対策の実施」後の日常管理

（機能監視）時において、それぞれ活用することを想定

している。 

 

4.  今後検討を行うべき課題 

本研究では、凍害劣化を対象とした各種調査手法にお

いて実用化に伴う課題の抽出を行い、策定した「開水路

の凍害診断マニュアル（案）」において各手法の適用方

法と評価・判定基準を定めた。今後は、定めた適用方法

および評価・判定基準の精度を高めるため、本アニュア

ル（案）の運用上の課題の抽出を行い、検討を加える予

定である。 
 

あとがき 

本研究では、コンクリート開水路の凍害診断技術を確

立することを目的として、凍害劣化を対象とした各種調

査手法の適用性の検討を行った。平成24年度は、凍害に

よる変状の発生形態を調べ、目視による観察時における

留意点を整理した。また、超音波法の適用性の検討を行

った。平成25年度は、非破壊調査手法である衝撃弾性波

法および機械インピーダンス法、局部的な破壊を伴う調

査手法であるX線CT法の適用性の検討を行った。本年度

は、超音波法、機械インピーダンス法、X線CT法、蛍光

エポキシ樹脂含浸法において検討を進め、各手法の適用

方法を定めた。また、検討を行った手法を含む各種調査

手法から構成される「開水路の凍害診断マニュアル

（案）」を策定した。今後は、本アニュアル（案）の運

用上の課題の抽出を行い、検討を加える予定であり、コ

ンクリート開水路の現地調査票（定点調査）などへの反

映を行う予定である。また、本マニュアル（案）に引き

続き、積雪寒冷地におけるコンクリート開水路の補修・

補強工法の選定に向けた研究を進めていく予定である。 
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