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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。北海道のような積雪寒冷地で機能診断を進め

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調査及び分析を行

っている。また、寒地土木研究所は、鳥取大学や北見工

業大学、日東建設株式会社と共同で、コンクリート開水

路の凍害発生要因や劣化部の内部状況把握のための試験

方法等の研究を行っている。 

本報では、平成25年度に進めた凍害劣化の非破壊調査

技術と採取試験体を用いた凍害劣化深さ判定技術につい

ての研究成果を中心に報告する。 

 

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、水路延長で約1.2万kmにのぼり、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。このうち半数以上が今後20年以内に更新が

必要な施設である1)。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うちコンクリート

開水路の診断延長は約1,000㎞であり、健全度Ｓ－３以

下（変状が顕著に認められる状態）の水路延長は約40%

である。 

農業水利施設のストックマネジメントは、施設機能診

断調査を日常の維持管理と連携させて、診断情報と補

修・補強工事に関する情報を蓄積しつつ、ライフサイク

ルコストの節減が可能な施設保全計画を施設ごとに樹立

することにより、戦略的な保全管理を図るものである。

このため、今後も、効率的に農業水利施設の機能診断を

実施して診断情報を蓄積することが重要であり、コンク

リート開水路についても、より効率的で精度が高い診断

技術を確立する必要がある。 

一般的に機能診断調査は事前調査、現地踏査（概査）、

現地調査（定点調査）の3段階で実施しており、必要に

応じて詳細調査を実施する場合もある。コンクリート開

水路を例にとれば、各種の非破壊調査技術によって表面

や内部の凍害劣化状況を把握するとともに重点的調査を

行う区間を選定し、それらの区間からの採取試験体によ

って凍害劣化の深さを判定するといった作業の流れにな

る。コンクリート開水路に対して改修・改築の要否判定

や、改修を行う場合の補修・補強の範囲概定、方法選定

及び費用算定を行うためには、劣化深さの判定と内部ひ

び割れの状況把握を精度良く効率的に行う技術が必要で

ある。しかし、現状のコンクリート開水路に対する機能

診断調査では、ひび割れ計測やテストハンマによる強度

測定、中性化測定等の一般的な調査が主体であり、凍害

劣化深さと内部ひび割れの調査では目視観測や打音診断

等、多くは診断担当者の経験や感覚に頼っている現状に

ある。また、凍害劣化深さについては、開水路側壁等か

らコア採取を行い、目視や顕微鏡等によるコア観察によ

り推定している現状にあるが、コンクリート開水路は長

延長であり、労力的および経済的な理由から、対象路線

に対し調査点数や精度の面で充分な診断結果が確保でき

ているとはいえない。これらのことから、より簡便で経

済的な凍害診断技術の確立が求められている。 

 

2.  研究計画と進捗状況 

凍害劣化の深さと内部ひび割れの把握が可能な診断技

術の確立を目指す本研究の進め方としては、非破壊調査

を行った結果を採取試験体で検証することが基本となる。

具体的には超音波法の表面走査法や衝撃弾性波法、機械

インピーダンス法などの非破壊調査により得られたデー

タと採取試験体の外観調査や超音波法の透過法、細孔径
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分布の測定等で得られたデータを比較することである。 

凍害診断技術の研究計画を表-1に示す。本課題の研究

期間は、当初は平成24年度からの2カ年としていたが、

データの分析を深めるために平成26年度までの3カ年に

変更する。平成24年度と25年度には主に表面走査法、衝

撃弾性波法、機械インピーダンス法による現地測定とデ

ータ分析、さらに測定位置での試験体採取を行った。平

成25年度と26年度には採取試験体を用いた測定・データ

分析を行い、それらの結果をとりまとめる。 

今年度（平成25年度）の報告では、非破壊による調査

技術のうち衝撃弾性波法および機械インピーダンス法に

関する検討結果と、採取試験体を用いた劣化深さの測定

へのX線CT法の適用性検討結果について報告する。 

 

3.  非破壊調査技術の研究 

(1) 本研究で取り組む非破壊調査技術 

コンクート開水路は一般的なコンクリート構造物とは

凍害劣化の発生形態が異なり、表面だけではなく側壁の

内部にも凍害劣化（層状ひび割れ）が生じることがある

のが特徴である2)。近年、側壁内部の凍害劣化の有無等

の診断手法として、種々の非破壊調査法の開発・適用の

研究が進められている。本研究では、機械インピーダン

ス法および超音波法、衝撃弾性波法を取り上げて適用性

の検証を行っている。筆者らは、これらの各方法の適用

範囲を図-1のように想定している。これらのうち超音波

法については、昨年度（平成24年度）の検討により、コ

ンクリート内部に微細ひび割れがない場合には劣化深さ

を推定できる可能性が高いこと、また内部変状がある場

合には特徴的な走時曲線が得られることなどを明らかに

した3)。 

 

(2)   機械インピーダンス法 

a) 原理 

 機械インピーダンス法は、写真-1に示すように、加速

度計が内蔵されたハンマでコンクリート表面を打撃し、

その打撃力波形から、打撃対象物の機械インピーダンス

を測定するものである。機械インピーダンスは、物体の

動きにくさを表したものであり、コンクリートにおいて

は弾性的性質を示す指標となる。以下に機械インピーダ

ンス法の基本原理を示す。 

コンクリートを完全弾性体と仮定し、図-2に示すよう

に、質量Mのハンマが任意の速度V0でバネ係数Kのコン

クリートに衝突する現象を考える。ハンマの持つ運動エ

ネルギーEHは、 

 表-1 コンクリート開水路の凍害診断技術の研究計画 
 

診断方法 研究内容 実施年度

非破壊による

調査 

超音波法（表面走査法）による劣化深さ

および内部ひび割れの測定技術の開発 
H24,H25

衝撃弾性波法による内部ひび割れの測

定技術の開発 
H24,H25

機械インピーダンス法による内部ひび割

れの測定技術の開発 
H24,H25

一部破壊を伴

う採取試験体

による調査 

細孔構造の分析による凍害劣化深さの

測定 
H25,H26

超音波法伝播速度と圧縮強度との関係

の評価 
H25,H26

超音波法（透過法）による劣化深さの測

定 
H24,H25

X 線 CT 法の画素値から算出される密度

を用いた劣化深さの評価 
H25 

図-1 各種非破壊調査手法の適用範囲のイメージ 
図-2 ハンマの衝突モデル 

写真-1 測定状況 
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である。一方、ハンマの衝突によるコンクリートのひず

みエネルギーECは、最大変位量をDmaxとすると、 
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である。エネルギーの釣り合いから、両者のエネルギー

は等しく、 
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が成立する。ここで最大打撃力Fmaxは、フックの法則よ

り、 

maxmax KDF             (4) 

であり、式(4)をDmaxについて解き、式(3)に代入して整理

すると、 
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      (5) 
が得られる。上記より、打撃力の最大値Fmaxとハンマの

打撃速度V0が測定されれば、コンクリート表面のバネ係

数を計測することが可能となる。 

ハンマに設置した加速度計で実際にコンクリートを打

撃して得られる波形を図-3に示す。実際の計算において

は、打撃力が最大となる時刻で波形を2分割し速度を算

出している。打撃力(加速度×ハンマ重量)が最大になる

時刻では、コンクリート表面の変位が最大となり、ハン

マの運動は停止した状態である。つまり、波形の前半部

分はハンマがコンクリート表面に変形を与える過程(ア

クティブ側)で、後半部分はコンクリート内に蓄積され

た弾性変形エネルギーがハンマの運動エネルギーに変換

される過程(リアクティブ側)と言える。 

表面が劣化しているような場合、アクティブ側では、

ハンマ打撃によってコンクリート表面が塑性変形し、次

いで弾性変形する。リアクティブ側では、弾性変形エネ

ルギーのみがハンマのリバウンドに関係する。つまり、

塑性変形が生じるとアクティブ側では、コンクリート表

面の塑性変形に起因するエネルギーロスの影響が現れる

と考えられ、強度推定においては、これを回避するため

に式(5)に示すV0に代わり、リアクティブ側の速度VRを用

いている4)。 

b) 実験方法 

 実験は、図-4に示す凍害危険度が 4に分類される空知

地域において、コンクリート開水路 5 路線 26 区間を対

象に実施した。路線ごとの測定区間数とコアの採取本数

を表-2に示す。コア採取本数の大半を占める路線 2及び

路線 3 は昭和 40 年前後に建設された RC 現場打ちフル

ーム水路であり、水路幅が 2.1～3.0m、側壁高が 1.4～

2.1m と国営造成用水路としては平均的な規模である。

他の用水路は昭和 60 年代以降に建設された RC 現場打

ちフルーム水路であり、水路規模は路線や路線 3よりも

やや大きい。どの水路も灌漑期間終了後は落水しており、

冬期間は概ね 1m程度の積雪に埋もれている。 

各区間における測定箇所の配置は、図-5 に示す通り、

日射を受ける側の側壁で 3箇所(気中部 2箇所、水中部 1

箇所)、反対側の側壁で 1箇所(気中部)の計 4個所を測定

対象とした。 

 測定の項目は、機械インピーダンス法と、透過弾性波

速度(超音波)の 2 項目で、透過弾性波速度は、機械イン

ピーダンスの測定を行った箇所の近傍からコア供試体を

採取し、コア供試体の長手方向に通過する速度を測定し

た。なお、機械インピーダンス法の測定は、図-6 に示

すように、互いに 5cm程度離れた 3点について各 10回

の連続打撃によって落水後に測定した。 

図-3 打撃力波形 

表-2 測定路線と測定箇所数一覧 

路線番号 延長(m) 測定区間数 コアの採取本数

路線 1 34.90 3 12 

路線 2 999.60 12 53 

路線 3 277.50 7 33 

路線 4 9.00 2 8 

路線 5 18.00 2 8 

合 計 26 114 

図-4 実験を行った区域（凍害危険度分布図 5）をもと

に作成） 

凍害危険度 凍害の予想程度
⑤ 極めて大きい
④ 大きい
③ やや大きい
② 軽微
① ごく軽微

実験を行った区域
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c) 結果 

c)-1 表面状態の影響について 

 図-7 は、測定区間の内、健全箇所の機械インピーダ

ンス法による推定強度の測定結果を路線ごとに示したも

のである。No.1、No.2、No.4 は気中部での測定データ、

No.3 は水中部でのデータである。水中部は、流水によ

り表面のモルタル分が流出・摩耗しており、粗骨材が露

出した状態となっている。コンクリートの表面を測定す

る非破壊検査において、この凹凸は測定精度に多大な影

響を及ぼし、正確なデータの取得が困難となる場合があ

る。なお、測定箇所 1-3 は、目視調査で欠陥が見いださ

れた測定点があり、図に示していない。図からわかる通

り、機械インピーダンス法においては、4 つの測定箇所

の間での測定値の相違は小さい。機械インピーダンス法

は、元々表面状態の影響を受けづらい手法であること、

また、連続打撃によって脆弱層を意図的に押し潰すこと

で脆弱層の影響を軽減させていることにより、水中部に

おいても、気中部と同等の精度で測定できたと考えられ

る。 

c)-2 打撃力波形 

図-8 に実際に開水路を打撃して得られた波形の例を

示す。図中実線の波形は、健全部の打撃力波形、点線の

波形は目視検査およびコア供試体の観察結果より、内部

に層状ひび割れが認められた箇所の打撃力波形である

(写真-2 の①箇所の波形)。健全部と比較して相対的に打

撃力の最大値が小さく、打撃力の継続時間が長いという

特徴が見られる。これは、層状ひび割れの存在によりコ

ンクリートの見掛けの強度(剛性)が低下したためと考え

られる。 

c)-3 機械インピーダンスと透過法による超音波伝播速

度 

 図-9 は、機械インピーダンス値から推定した推定強

度と採取コアの長手方向を通過する透過法による超音波

伝播速度の関係を示したものである。図中▲点は、目視

検査による外観のひび割れやコア観察による層状ひび割

れの発生が確認された点である。透過法による超音波伝

播速度は、概ね 4000m/s 前後で推移しているが、目視検

査で異常と判定された箇所において極端な速度低下が見

られる。この傾向は機械インピーダンス法においても同

様で、目視検査で異常と判定された箇所は、推定強度が

 No.4 　No.1,No.2
No.1 No.2

No.3
No.3

普通期水位

200mm

200mm

日当たり側 日当たり側

図-5 1区間当たりの測定箇所 

50mm

50mm

50mm

図-6 測定点の配置 

図-8 打撃力波形の例 
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低くなっているのがわかる。この結果は、閾値の設定方

法に検討の余地があるものの、機械インピーダンス法に

よって層状ひび割れの検出が可能であることを示唆して

いる。 

d) 機械インピーダンス法の適用性のまとめ 

 機械インピーダンス法で相対的に強度の低下している

箇所と層状ひび割れが発生している箇所は概ね一致した。

閾値をどのように設定するか検討の余地はあるものの、

機械インピーダンスを計測することで層状ひび割れ検出

の可能性を示すことができた。機械インピーダンス法に

限らず、非破壊検査による評価はあくまでも相対評価で

あるため、いかに多くのデータを採取するかが測定精度

を決定するパラメータの一つになる。本研究においては、

コア採取位置の近傍の互いに 5cm程度離れた 3点につい

て、連続打撃で 10 回(合計 30 回)測定する方法を用い局

部的なデータの採取を行ったが、ライン状または平面的

にデータを多数採取することで変状範囲の絞込みなどが

できると考えられる。 

 

(3)   衝撃弾性波法 

a) 原理 

衝撃弾性波法（Impact Echo法）は、コンクリートと空

気との界面で生じる弾性波の共振に伴うピーク周波数か

ら、壁厚や内部変状までの深さを推定する手法である。

壁厚 Tおよび内部変状までの深さ dの算定式は式(6)によ

り表され、橋梁の RC 床版に発生する水平ひび割れの調

査などに用いられている 6)。本法の概念を図-10 に示す。 

T＝Cp／2fT （d＝Cp／2fd）     (6) 

ここで、fT は壁厚によるピーク周波数、fd は内部変状に

よるピーク周波数、Cp はコンクリートの弾性波伝播速

度である 6)。 

b) 実験方法 

衝撃弾性波法の調査では、合計 3箇所（バレルNo.1～

3）の側壁で現地試験を行い、10 本のコアを採取した。

バレル No.1 は機械インピーダンス法の調査対象におけ

る路線 3に、またバレル No..2及び No.3は、同じく路線

2に位置する（表-2参照）。これらの用水路は、昭和 40

年前後に建設された水路幅が 2.1～3.0m、側壁高が 1.4～

2.1mの RC現場打ちフルーム水路である。灌漑期間終了

後は落水しており、冬期間は概ね 1m 程度の積雪に埋も

れている。供用後 40 年以上が経過しており、凍害によ

る表面変状が著しい（写真-3）。 

本調査では、最初に、区間毎に変状が発生していない

健全部においてピーク周波数 fT を求め弾性波伝播速度

Cpを算出し、変状発生部においてピーク周波数 fdを求め、

内部変状までの深さ dを算出した。次に、変状発生部よ

り採取したコアを用いて、超音波を用いた透過法 3)によ

り内部変状の範囲を推定した。最後に、側壁およびコア

の外観からひび割れ発生範囲を確認し、各々の相関性に

ついて検証した。衝撃弾性波法により得られる波形と周

波数スペクトルの例を図-11 に示す。衝撃弾性波法では、

先端直径 3.1～7.9mm の鋼球インパクタを用いた。また、

採取したコアの直径は 100mm であり、透過法で用いた

超音波の周波数は 54kHzである。 

写真-2 凍害劣化状況 

バレルNo.1 バレルNo.3

写真-3  調査区間の現況 

センサ 
衝撃

d 

 T 

（壁厚） 
内部変状 

（ひび割れ等） 

fT：壁厚による 

ピーク周波数
fT 

fd：内部変状による 

ピーク周波数

周波数（壁厚） 周波数（内部変状） 

図-10  衝撃弾性波法の概念 

図-9 推定強度と透過法による超音波伝播速度 
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なお、本節（3 章(3)節）では、測点 No.をバレル番号

とバレル内の測定位置番号をハイフンで結んで表記する。 

c) 結果 

衝撃弾性波法による調査結果の例を図-12 に、透過法

による調査結果の例を図-13 に、外観からのひび割れ発

生範囲の確認結果を含む全測点における調査結果を表-3

に示す。衝撃弾性波法から求まる内部変状までの深さと、

透過法から推定される内部変状の範囲、外観から確認さ

れるひび割れ発生範囲との相関性は、総じて高いことが

確認された。一方、表面近傍に位置する内部変状は、最

も高い周波数を用いることが期待できる先端直径 3.1mm

の鋼球インパクタを用いた場合でも、その検出を行うこ

とは難しいことが分かった。 

d)  衝撃弾性波法の適用性のまとめ 

衝撃弾性波法は、開水路側壁に発生する内部変状を検

出することができ、本法から求まる内部変状までの深さ

と透過法や外観から求まる内部変状の範囲との相関性は

総じて高いことが確認された。今後は、本法の解析手法

の確立、および適用範囲の確認が重要であると考えられ

る。 

図-11 波形と周波数スペクトル 

tT 

（No.1区間 健全部） 

fT＝1／tT 

図-12  衝撃弾性波法による調査結果の例（上：波形、下：周波数スペクトル） 

（先端直径7.9mm） （先端直径7.9mm） （先端直径7.9mm） （先端直径7.9mm） 

（先端直径3.1mm） （先端直径3.1mm） （先端直径6.3mm） （先端直径3.1mm） 

測点 No.1-2 測点 No.1-5 測点 No.2-2 測点 No.3-1 

fd fd fd 
（検出不可） 

測点 No.1-2 測点 No.1-5 測点 No.2-2 測点 No.3-1 

内部変状 内部変状 内部変状 内部変状 

図-13 超音波を用いた透過法による調査結果の例 

表-3 全測点における調査結果 

測点 

No. 

衝撃弾性波法

内部変状深さ

採取コア透過法 

内部変状範囲 

外観 

ひび割れ範囲 

1-1 157 5～25，155～165 0～30，150～180 

1-2 51 55～95 60～90 

1-3 98，145 95～135 無し 

1-4 123 85～115 無し 

1-5 82 85～145 0～30，90～120 

2-1 251（壁厚） 無し 無し 

2-2 89 95～135 90～120 

2-3 251（壁厚） 無し 無し 

2-4 251（壁厚） 無し 無し 

3-1 検出不可 5～125 0～120 

※太字：相関性が確認された調査結果     （単位：mm） 
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4.  採取試験体による劣化深さ判定技術の研究 

 

 (1)   相対動弾性係数による判定の問題点 

コンクリート開水路の側壁における凍害劣化深さの判

定では、側壁より採取したコンクリート試験体を用いて、

透過法により劣化部および健全部の超音波伝播速度を測

定し、相対動弾性係数を算出して劣化範囲を特定する手

法が提案されている7)。この手法は、健全部の動弾性係

数との相対比較によって、各部位の劣化の判定を行うも

のである。それゆえ、測定範囲に健全部が存在している

ことが適用のための前提条件である。しかし、開水路の

側壁は一般に部材厚が薄く、最も劣化を受けていないと

予想される部位においても健全部の超音波伝播速度を測

定できるとは限らない。このため、特定した範囲のみが

劣化を受けているのか、測定対象とした側壁の全体が劣

化を受けているのか、の判断が著しく困難となっている。

そこで、凍害劣化によりコンクリートに内部変状が発生

した場合に低下することが予想される密度に着目し、密

度の変化を可視化することが期待できるX線CT法を用い

て、コンクリートの内部変状の評価を試みた。ここでは、

本報では、X線CT画像により可視化した内部変状の発生

状況、ならびに凍害劣化深さの判定におけるX線CT法の

適用性について報告する。 

 

(2)   X線CT法の特徴 

X 線 CT 法は、X 線を用いたコンピュータ断層撮影

（Computed Tomography）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調査法である。近年、硬化コ

ンクリートに対する適用事例も数例報告されており 8)、 9)、

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 8)。

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

た。本装置では、一般的な医療用 X線 CT装置で用いら

れる X 線エネルギーに比べ数十倍レベルでのエネルギ

ー照射が可能であり、測定対象物の密度にほぼ比例した

画素値が得られる 10)。ここで画素値とは、X線吸収率、

即ち画素の明るさを表わす指標であり、CT 値とも呼ば

れるものである。密度が既知の測定対象物（空気：0、

アルミニウム：2.7、鉄：7.9）における測定結果を図-14

に示す。画素値と密度ρとの関係は、密度ρ（g/cm3）

＝0.0008×画素値、により表される。 

 

(3)   実験方法 

a) 供試体 

評価対象としたコンクリート開水路の側壁は、北海道

空知地方に位置する幹線用水路の側壁である。この用水

路は、昭和 40 年代に建設された水路幅が約 13m、側壁

高が 2.6m の現場製作 L 型ブロック水路であり、供用後

40 年以上が経過している。側壁は、背面が土中に埋設

され、また、表面が南東方向に面しており、凍害劣化に

特有の表面変状が著しい状況にある。評価対象の現況と

試験体採取位置を写真-4 に示す。試験体は、L型ブロッ

クの天端から 400mm の位置を上端とし、高さ 200mm×

長さ 660mm の寸法にて切断採取した。厚さは約 130mm

である。 

b) 評価方法 
本研究では、先ず、切断採取した試験体において X

線 CT法による撮像を行い（写真-5 参照）、得られた X

線 CT 画像により内部変状の発生状況を確認した。次に、

各 X線 CT画像において、表面からの深さ毎の画素値を

測定するとともに、内部に発生しているひび割れを抽出

して表面からの深さ毎のひび割れ密度を算出した。そし

て、表面からの深さ毎の超音波伝播速度を透過法により

測定し、ひび割れ密度と画素値から求まる密度との関係、

ならびに超音波伝播速度と密度との関係について検証を

図-14 密度が既知の測定対象物における測定結果 

空気

アルミニウム 

鉄

←下流側 上流側→

写真-4 評価対象の現況と試験体採取位置

400mm 

1200mm 

200×660mm 
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行った。評価方法の概要を図-15に示す。 

c) 撮像方法 

X 線 CT 法による撮像は、側壁の表面に対して垂直に、

鉛直方向の画像が得られるように行った（図-15 参照）。

撮像間隔は 5mm、画素サイズは 0.4mm×0.4mmである。

画素値は、X 線 CT 画像毎に、表面からの深さ 15mm、

55mm、95mm の各位置で測定した。画素値の測定では、

汎用画像解析ソフトウェア（University Hospital of Geneva 

“Osiris”）を用いた。また、ひび割れ密度は、X 線 CT 画

像毎に、表面からの深さ 0～40mm、40～80mm、80～

120mm の各範囲でひび割れを抽出してその長さを測定

し、範囲毎の密度を算出した。ひび割れの抽出およびひ

び割れ長さの測定では、市販画像処理ソフトウェア（フ

ァースト社 ”CF Tracing”）11)を用いた。 

d) 透過法による超音波伝播速度測定方法 

透過法による超音波伝播速度測定は、X 線 CT 法によ

る撮像を行った箇所の中から半数を選定して 10mm間隔

で行った。測定箇所毎に、表面からの深さ 5～115mmま

での位置において 10mm 間隔で測定した（図-15 参照）。

測定では超音波試験機（プロセク社製 Pundit Lab 型）を

用いた。測定周波数は 54kHz、発振電圧は 500V、発・

受振子の直径は 50mmである。接触媒質にはグリースを

用いた。 

 

(4)   結果 

a) X線CT画像による内部変状の発生状況の確認 

X 線 CT 画像の例と各画像におけるひび割れの抽出結

果を図-16 に、汎用画像解析ソフトウェア（National 

Institutes of Health “Image J”）を用いてひび割れ抽出後の画

像を撮像間隔と同じ 5mm 間隔で並べ三次元化した画像

を図-17 に示す。いずれの画像も表面を上側に向けて示

している。ひび割れは、幅 0.2mm 以下のものを極細線

で、0.2～0.4mm 以下のものを細線で、0.4mm を超えるも

のを太線で抽出している。モルタルにおいて多くの微細

ひび割れが確認され、側壁の部材厚の方向に表面と平行

に発生する層状ひび割れが確認された。また、その発生

の程度は表面に近いほど著しい傾向にあった。 

b)ひび割れ密度および超音波伝播速度と画素値から求ま

る密度との関係 

ひび割れ密度と画素値から求まる密度との関係を図-

18 に、超音波伝播速度と密度との関係を図-19 に示す。

空隙や粗骨材の影響によりばらつきは大きいものの、ひ

び割れ密度が大きいほど、また、超音波伝播速度が小さ

いほど、画素値から求まる密度は小さくなる傾向がみら

れた。このことから、X 線 CT 法により密度分布を調べ

ることにより、コンクリートの断面においてひび割れの

発生範囲から推定する場合でも、また、超音波伝播速度

の低下範囲から推定する場合でも、凍害による劣化範囲

を特定することは可能であると考えられる。 

写真-5 Ｘ線ＣＴ法による撮像状況 

Ｘ線源 

試験体 

回転テーブル 

上下 

移動 

図-15 評価方法の概要 

側壁 

Ｌ型ブロック 

50 
㎜ 

【Ｘ線ＣＴ法による撮像画素値測定】 

① 内部変状発生状況確認 

95㎜
55

15
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【透過法による超音波伝播速度測定】 
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コンクリートの密度は、ひび割れやスケーリングなど

が顕在化しない限り、凍結融解を受けても変化し難い 12)。

このため、供用後の開水路の側壁においても健全部の密

度を求めることは可能であると考えられる。このことか

ら、凍害劣化深さの判定における X線 CT法の適用性は

高いものと考えられる。 

図-18 ひび割れ密度と画素値から求まる密度との関係 図-19 超音波伝播速度と画素値から求まる密度との関係

上流側端部から50mmの断面画像 上流側端部から250mmの断面画像 上流側端部から450mmの断面画像 

水路内面 

水路背面 

ひび割れ抽出 
鉄筋 粗骨材 

図-16 Ｘ線ＣＴ画像の例と各画像におけるひび割れ抽出の結果 

水路内面 

水路背面 

水路内面 

水路内面 

水路背面 

上流側端部から0～220mm 

上流側端部から220～440mm 

鉄筋 

斜め水平方向からの画像 

図-17 ひび割れ抽出後の画像を5mm間隔で並べ三次元化した画像 

水路背面 

下流側 

上流側 
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(5)   劣化深さ判定技術に関する今後の検討事項 

本研究では、供用後 40 年以上が経過したコンクリー

ト開水路の側壁より切断採取した試験体において X 線

CT 法による撮像を行い、得られた画像により内部変状

の発生状況を確認した。また、ひび割れ密度と画素値か

ら求まる密度との関係、ならびに超音波伝播速度と密度

との関係について検証を行った。その結果、コンクリー

ト中のモルタルにおいて多くの微細ひび割れおよび層状

ひび割れが確認され、その発生の程度は表面に近いほど

著しい傾向にあることが分かった。また、ひび割れ密度

および超音波伝播速度と画素値から求まる密度との間に

は相関性がみられ、凍害劣化深さの判定における X 線

CT 法の適用性は高いものと考えられた。今後は、画素

値の測定時における空隙や粗骨材の影響とその処理方法

などについて検証を加え、凍害劣化深さの判定手法とし

て確立したいと考えている。 

 

 

まとめ 

 本報告では、凍害劣化の非破壊調査技術と採取試験体

による劣化深さ判定技術の検証結果を述べた。凍害劣化

の非破壊調査技術については、コンクリート開水路での

現地実験と採取コアを用いた室内実験の結果から、機械

インピーダンス法によって層状ひび割れの発生箇所が検

出できる可能性があること、衝撃弾性波法で推定される

内部変状までの深さが実際の内部変状の範囲と概ね一致

すること、などを明らかにした。採取試験体による劣化

深さ判定技術については、用水路のＬ型ブロックから採

取したコンクリート試験体に対して X線 CT法を適用し、

この手法が凍害劣化深さの判定に適用可能であることを

明らかにした。これらの技術を実際の機能診断に用いる

ためには、さらに適用範囲の確認等を行う必要がある。 

今後、採取試験体を用いた実験を行うとともに、考察

を進めて、平成 26年度にとりまとめ結果を報告する。 
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