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非破壊試験によるコンクリート及び構造物の健全度評価手法について
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一方、劣化診断や維持管理を目的としたコンクリー

１．はじめに
コンクリート構造物の維持管理を効率的に実施する

ト構造物の調査には、様々な方法が利用されている。

ためには、その健全性を精度良く、簡便に評価するこ

それらの方法は測定原理や方法に特徴があるため、調

とが重要である。

査目的や評価項目に適した手法を選定して、実施する

材料研究室では、非破壊試験によるコンクリート及

必要がある。また、構造物の保護や作業の簡素化のた

び構造物の健全度評価手法について、札幌開発建設部

め、非破壊で簡便な方法の選定が望まれており、さら

管内のＰＣホロー橋（連続中空床版橋）および鋼橋（連

に挙動変化を定量的にモニタリングできることも重要

続鋼鈑桁橋）を利用して検討を行った。その結果、こ

な要素である。

れらの評価手法について有効性が確認されたので、そ
の結果と評価手法について報告する。

そこで、表－１に示す調査目的のため、橋梁の健全
性を評価する指標としてコンクリートのひび割れ分
布、超音波伝播速度分布および車両の通過による変形
挙動に着目し、材料特性の調査技術として「デジタル

２．研究概要と調査技術
コンクリート構造物では、これまで多くは材料自体

画像処理技術」及び「超音波伝播速度測定技術」
、
また、

の劣化状況に基づいた健全度評価がなされてきた。し

構造特性の調査技術として「光ファイバーセンサによ

かし、構造物の使用性や安全性を考えると、構造物の

る構造物挙動（ひずみ変化）測定技術」を選定して、

挙動面からの健全度評価も必要となる。また、材料劣

測定した。さらに、その結果を用いて、構造物の材料

化は構造物を構成する部材の性質（力学特性等）に影

特性や構造特性の両面から構造物の健全性について総

響するため、材料劣化と外荷重が作用した際の構造物

合的に評価することを試みた。

の挙動変化とは密接な関係があると考えられる。その
ため、材料と構造に関する特性変化や相互の関連性に
着目した総合的な評価手法の検討が必要である。

表－１
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３．計測結果と評価方法
３－１

デジタル画像による変状マップ

３－１－１

計測方法の概要と計測手順

デジタル画像による変状マップ作成技術は、デジタ
ルカメラを用いて、コンクリート構造物等の表面変状
を高精細デジタル画像として記録し、その画像から、
ひび割れや遊離石灰・錆汁等の変状状況を主観や目測
によらず正確に記録する調査方法である。
本研究では、実橋のコンクリート表面を撮影し、ひ

図－２

デジカメによる測定

び割れマップの作成、
およびひび割れ密度の数値化（ひ
び割れの定量化）を行った。
デジタル画像による変状マップ作成の流れを図－１
に、記述する測定方法のイメージを図－２に示す。

図－３撮影画角と捕捉認識ひび割れ幅の関係例１）
（画像解像度1312×1312ピクセル）

３－１－２

計測結果と評価

（１）一般的な評価方法
①ひび割れパターン
コンクリート床版の劣化度を評価する方法として
は、ひび割れパターンから検討するのが一般的である。
土木学会コンクリート標準示方書［維持管理編］２）
によると図－４に示されるように、疲労の劣化進行過
程は、潜伏期、進展期、加速期、劣化期の４段階に分
類されており、そのパターンから劣化度（劣化状態）
を評価している。

図－１

デジカメによる変状マップ作成の流れ

図－４

ＲＣ床版下面のひび割れ進行

②ひび割れ密度
ひび割れ密度は、ひび割れ密度を評価する範囲内に
存在するひび割れの長さを合計し、その面積で除する
ことにより求める。損傷の進行度はひび割れ密度だけ
でなく、ひび割れ幅、深さ、コンクリート劣化度など
42
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総合的な判断によらなければならないが、既存の文献３）
では、表－２の指標が示されている。
表－２

損傷程度の把握

図－６

鋼橋ＲＣ床版

ひび割れ密度

（２）計測結果
①ひび割れパターン
調査結果として鋼桁部のＲＣ床版の例を図－５に示
す。また、ひび割れの発生状況の特徴をまとめると以
下のとおりであり、図－４から進展期であると評価さ
れる。

図－７

・ひび割れは軸直角方向が多い亀甲状（両方向）のひ

ひび割れ線密度

経年変化

び割れが認められる。
・2001.11 〜 2004.11の３年で新たに増えたひび割れは
直角方向のひび割れが僅かである。
・錆汁等は見られず、現状では鉄筋の腐食を示唆する
現象は確認されていない。

３－２

超音波伝播速度による品質評価

３－２－１

計測方法の概要と計測手順

この方法は超音波パルスをコンクリートに発射さ
せ、既知距離間の伝播時間を測定して伝播速度を求め、
これからコンクリートの品質の判定やひび割れ深さな
どを調べる手法として利用されている。ここでは、コ
ンクリート表面に発振子と受振子を設置し、コンクリ
ート内を伝播する弾性波の速度を測定する方法につい
て手順を示す。
超音波伝播速度測定の流れを図－８に、記述する測
定方法のイメージを図－９に示す。

図－５

ひび割れパターン（鋼桁部床版）

②ひび割れ密度
変状マップからひび割れ密度を算出した結果の例と
して、鋼橋ＲＣ床版のものを図－６に、また、経年変
化の例を図－７に示す。図－７から2002年８月から11
月の計測にかけて、ひび割れ線密度が増加しており、
徐々に変状が進行していると思われる。また、表－２

図－８

超音波伝播速度測定手順

から初期〜中期状態であると評価される。
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のエリアで超音波伝播速度を橋軸方向、直角方向に分
け整理したが、そのうち走行車線の結果を図－10に示
す。
PC ホローでは測定結果全体の超音波伝播速度が
3,200 〜 4,200m/sec 程度であり、表－３の縦波速度と
コンクリートの品質から評価すると、やや良から良と
判定される。

図－９

超音波伝播速度測定
図－10

３－２－２

PC ホロー橋の超音波伝播速度の経年変化

計測結果と評価

（１）一般的な評価方法
超音波を用いる場合、超音波伝播速度からコンクリ
ート品質を評価するのが一般的であり、たとえば表－
４）

３－３

光ファイバーによる橋梁の挙動

３－３－１

計測方法の概要と計測手順

が示されており、ここでは、

構造物の健全度のモニタリングの用途に適用が期待

4,570m/sec 以 上 な ら 優、3,660 〜 4,570m/sec は 良 と

されている光ファイバーセンサの１手法である光学ス

いったように、伝播速度からコンクリートの品質を定

トランドを用いたモニタリングシステムを用いて、橋

量的に評価している。しかし、伝播速度は、使用材料

梁の交通荷重による動的変位あるいは長期間の静的変

の影響が大きく、特に骨材の種類によって伝播速度が

位を測定する方法である。本技術は、ひずみゲージに

大きく異なることが知られているため、あくまでも定

代表される従来の計測法と比較して、長期にわたる橋

性的な評価である。

梁変化を安定して測定することが可能である。

３に示す判断基準

光学ストランドによる挙動測定のイメージを図－11
表－３

縦波速度とコンクリートの品質

（２）計測結果

に、測定の流れを図－12に示す。

図－11

光ファイバーによる変位モニタリング

超音波伝播速度の評価例として、PC ホローでの測
定結果を示す。測定は2001年11月から2003年11月にわ
たり調査した。PC ホロー部において、歩道、走行車
線と追い越し車線の３つのブロックに分け、それぞれ
44
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利である。
また、光学ストランドによる測定結果の評価方法に
は２種類の取り組み方がある。１つの取り組みは設計
で考えられた変化量と実測の変化量で直接的に比較
し、橋梁の挙動を把握するものである。他方の取り組
みは、交通荷重によって得られる結果の経年変化を対
象とするもので、経年変化を捉えるのに時間は必要で
あるが、設計値や施工完了時の初期値が不明であって
も現在の変化傾向を捉えることが可能である。前者は
絶対値的な、後者は相対値的な評価とみることができ
る。また、動的モニタリングでは交通荷重の頻度を得
ることも可能である。しかし、いずれの取り組みにお
いても確立された評価方法はなく、多方面で研究開発
中というのが現状である。モニタリングと評価の取り
組みの関係を図－13に示す。
図－12

光学ストランドによる橋梁挙動測定手順

（２）計測結果
交通荷重による動的モニタリングの測定結果の一例
を図－14に示す。このようにして得られた PC ホロー

３－３－２

橋、鋼橋の３年間の波形データを重ねて比較すること

計測結果と評価

により経年による影響を比較した。その結果、測定波

（１）一般的な評価方法
橋梁の挙動計測には、既知荷重による挙動を測定す

形の再現性は十分あり、劣化に起因する挙動変化は認

る静的モニタリングと、交通荷重による挙動を対象と

められないこと、また過年度の測定値はほぼ同じ傾向

した動的モニタリングの２方法があるが、交通荷重と

にあり、構造上の劣化の進行については認められなか

いう外力に対する橋梁のレスポンスを簡単に捉えるこ

った。

とができるため、動的モニタリングを利用する方が有

図－13

モニタリングと評価取り組みの関係

図－14
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鋼橋の動的モニタリング結果
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３－４

各計測結果の相関と総合評価

３－４－１

ひび割れ密度と超音波伝播速度の関係

ひずみの方に近い結果となり、明確な相関は得るまで
には至らなかった。

PC ホロー橋、鋼橋ともに橋軸及び橋軸直角方向の
ひび割れ密度と超音波伝播速度について相関性がある
ことが確認された。
鋼橋橋軸方向の例を図－15に示す。

(1 �ν)(1 � 2ν)
（式-１）
1 �ν
ここで， EＤ � g：動弾性係数 (N/mm ２ )
EＤ � g＝ Vｔ �ρ�
２

Vｔ：超音波伝播速度 (m/ 秒 )
ρ：密度 (t/m３ )
ν：ポアソン比
表－４

載荷試験ひずみと解析ひずみ
（PC ホロー橋、スラブ中央、スパン中央）

図－15

超音波伝播速度～ひび割れ密度の関係
（鋼橋橋軸方向）

３－４－２

ひび割れ密度と光ファイバー変位の関係

ひび割れ密度〜光ファイバー変位については、PC

表－５

載荷試験ひずみと解析ひずみ（鋼橋床版）

ホロー橋において、荷重載荷時に最も影響を与えると
考えられるスパン中央での橋軸直角方向のひび割れ
（橋軸方向の曲げに対するひび割れ）が非常に少なか
ったので、現段階で明確な相関は得られなかった。ま
た鋼橋床版においてはひび割れが亀甲状に入ってお
り、ひび割れ密度として定量化した場合、ばらつきが
大きいので、明確な相関が認められなかった。
３－４－３

超音波伝播速度と光ファイバー変位の関係

超音波伝播速度は式－１に示すように動弾性係数と
相関がある。そこで、超音波伝播速度から推定される
コンクリートの弾性係数を用いた FEM 解析によって

３－４－４

まとめ

コンクリートのひずみを求めた。その結果、PC ホロ

以上をまとめると、図－16のような結果となる。

ー橋については表－４に示すように光ファイバーのひ

今回の研究では、調査対象橋梁が構造的には比較的

ずみと概ね一致しており、超音波伝播速度と光ファイ

健全であったことやデータサンプル数が十分ではない

バー変位の間に相関があるものと考えられる。一方、

ことから、一部について明確な相関は得られなかった

鋼橋床版は、鋼桁で支持された RC 床版として設計さ

が、別橋にてデータを蓄積、分析することで、各測定

れるため、床版の橋軸直角方向に関するひずみについ

手法の相関性を高められる可能性がある。相関性が高

て検討を行った。その結果、表－５に示すとおり、走

まれば、構造物の維持管理において、これらの手法の

行車線通過時は超音波伝播速度から推定されるコンク

うち、単独で適用することによる構造物の維持管理の

リートの弾性係数を用いて求めたコンクリートのひず

簡素化、あるいは、これらの手法を組み合わせて適用

みと光ファイバーのひずみとは概ね一致していたもの

することで、より精度の高い情報を得ることができる

の、追い越し車線通過時は、設計弾性係数から求めた

ものと考えられる。

46

北海道開発土木研究所月報

№633

2006年２月

参考文献
１）コンクリート診断技術 '03基礎編、社団法人日本
コンクリート工学協会
２）コンクリート標準示方書［維持管理編］
、土木学会、
2001
３）高木秀貴：道路橋の鉄筋コンクリート橋版に関す
図－16

る調査研究および補修補強について、土木試験所

各測定手法の相関図

月報、Ｎｏ275、1976.4
４）コンクリートハンドブック、社団法人日本コンク

４．まとめ
以上、非破壊試験によるコンクリート及び構造物の

リート工学協会、pp525

健全度評価手法として３つの調査技術の研究結果の報
告を行った。非破壊試験の必要性は今後ますます増加
し、求められる精度も高まってくると考えられ、今後
とも非破壊試験に関する検討を行いたいと考えてい
る。最後に、本研究は間組技術研究所との共同研究成
果であることを付記する。

林田

宏*

北海道開発土木研究所
構造部
材料研究室
研究員

蓮井

田口

史雄 **

北海道開発土木研究所
構造部
材料研究室
室長
技術士（建設）

嶋田

久俊 ***

北海道開発土木研究所
構造部
材料研究室
副室長

昭則 ****

㈱間組技術・環境本部 技術研究所
技術研究部 土木研究室
室長
博士（工学）
技術士（建設）

北海道開発土木研究所月報

№633

2006年２月

47

