
論文 熱画像処理を用いた非破壊検査手法による部分的な鉄筋腐食評価に

関する研究 
 

臼木 悠祐*1・堀江 宏明*2・谷口 修*3・大下 英吉*4 

 

要旨：著者ら 1) 2)は，鉄筋を強制加熱しコンクリート表面の経時温度変化から，コンクリー

ト内部に存在する様々な劣化性状を評価可能である新たな非破壊検査システムの構築に着

手してきた。昨年度までの成果として大規模部材レベルに対しては本手法の適用性が確認さ

れたが，その鉄筋腐食性状はコンクリート中の鉄筋が全面腐食している状態であり，鉄筋が

部分的に腐食している状態に関しては未着手である。本研究では鉄筋が部分的に腐食してい

るコンクリート部材に対して本手法を適用した際の解析を行い，その温度特性を把握した上

で実験により確認し，鉄筋が部分的に腐食している状態における本手法の適用性を評価した。 

キーワード：非破壊検査，鉄筋強制加熱，鉄筋部分腐食，熱伝導解析 

 

1. はじめに 

 著者ら 1) 2)は，コンクリート内部の様々な劣化

性状を評価可能な新たな非破壊検査システムの

構築に着手してきた。本手法は 1) 2)，コンクリー

ト内部の鉄筋を低周波型交流電流により通電加

熱させ，コンクリート表面を赤外線センサにより

測定することによって，コンクリート表面温度性

状および経時温度変化からコンクリート内部に

おける鉄筋の腐食の有無と腐食量，ひび割れおよ

び内部空洞の大きさや位置を評価できるもので

ある。また，赤外線センサの利点の一つである広

範囲の計測が可能であることを利用し，上記の劣

化性状が一度の計測で広範囲に評価できるもの

である。 

既往の研究の成果としては，実構造物を想定し

た大規模コンクリート部材で本手法の適用性が

確認され，本手法における通電加熱後のコンクリ

ート表面の温度性状は，鉄筋が腐食している場合

(以下，腐食鉄筋と称す)は，鉄筋が腐食していな

い場合(以下，健全鉄筋と称す)に比べ，最高温度

が低く，また最高温度からの温度低下割合が緩や

かであるという報告を行った 1)。しかしながら，

使用した腐食鉄筋はすべて鉄筋全面が腐食して

いる全面腐食状態であり，鉄筋の状態が同一の鉄

筋上で健全部と腐食部の混合した状態(以下，部

分腐食状態と称す)における本手法の適用は未着

手であった。本手法を実構造物レベルの劣化性状

に適用させるためには，コンクリート内部に存在

する鉄筋の様々な腐食状態にも適用可能でなけ

ればならない。 

そこで本研究では，まず部分腐食状態における

鉄筋単体の温度特性を解明し，この結果と健全状

態および全面腐食状態の鉄筋の温度特性と比較

を行った。つぎに，部分腐食状態の鉄筋が内在し

たコンクリート部材に対して本手法を適用した

場合のコンクリート表面温度を解析にて模擬し

た。そして，実際に本手法を部分腐食鉄筋が内在

するコンクリート部材に適用した際の温度性状

と比較し評価することで，部分腐食鉄筋を有する

コンクリート部材に対する本手法の適用性につ

いて議論を行った。 
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2. 部分腐食状態における鉄筋の温度性状 

 既往の研究 1)において，健全鉄筋および腐食

鉄筋の大気中における特性は，腐食領域の抵抗

値が大きいことおよび腐食領域は非常に多孔質

な状態であること，つまり空気を多く含む事か

ら腐食領域の熱的性質が空気と同等であること

が得られている。そのため加熱時での腐食鉄筋

温度は，健全鉄筋と比べ最高温度が高く，最高

温度からの低下割合が急であった。しかしなが

ら，同一の鉄筋上で腐食部と健全部の両方が存

在する部分腐食状態における鉄筋の通電加熱に

よる大気中での温度特性は把握できていなかっ

た。 

 そこで，部分腐食状態の鉄筋を通電加熱し，

同一鉄筋上の健全部と腐食部の温度性状の差異

を明確にした。また，既往の研究 1)で行った全

面健全および全面腐食鉄筋の大気中の温度特性

と比較することで部分腐食鉄筋の大気中での温

度特性を解明することとした。 

2.1 実験方法 

(1)使用鉄筋 

 実験に使用した鉄筋は，長さ 1300 mm の D16

異形鉄筋 2 本である。その鉄筋の内訳は，図－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１に示すように健全状態 1 本と事前に電食試験

により部分的に 500 mm 腐食させた部分腐食状

態 1 本である。また，部分腐食の位置は，鉄筋

の全長 1300mmにおいて中心に腐食長さ 500mm

が位置するように電食試験を行った。 

（2）通電加熱条件 

 鉄筋に，周波数 50Hz の低周波型交流電流を接

続し，一定出力電流 150A を 180 秒間通電させ加

熱した。鉄筋表面温度の測定は，赤外線センサ

を使用し，通電直後から 30 分間継続して実施し

た。ここでは，鉄筋から赤外線センサまでの距

離を 250cm とした。なお，本計測においては，

鉄筋表面温度を評価する際，鉄筋表面色に依存

する放射率を無視し，放射率を一定(ε =1.00)と

した。 

2.2 大気中における部分腐食鉄筋の温度特性  

図－２(a)は，部分腐食長さ 500mm を有する

鉄筋および健全鉄筋の通電加熱終了時点の鉄筋

表面温度分布であり，図－２(b)は，部分腐食長

さ 500mm を有する鉄筋および健全鉄筋の通電

加熱終了から自然冷却後，30 分経過した時点で

の鉄筋表面温度分布である。また，図－３(a)

および（b）は，健全鉄筋と全面腐食鉄筋を大気 

図－２ 部分腐食鉄筋の鉄筋表面温度分布 

図－３ 健全および腐食鉄筋の鉄筋表面温度分布

図－４ 部分腐食鉄筋の健全部 

(b) 自然冷却 30 分後 (a) 通電加熱終了直後

(a) 通電加熱終了直後 (b) 自然冷却 30 分後 
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中において一定出力電流 120Aで 160秒間通電加

熱した際の通電加熱終了直後および終了から自

然冷却後 30 分経過した時点での鉄筋表面温度

分布である。  

図－１と図－２を比較することで全面健全状

態の鉄筋と部分腐食状態の鉄筋ではどのような

温度特性の差異があるかの検討を行う。図－２

(a)を見ても明らかであるが，部分腐食鉄筋では，

腐食部中心と健全部において比較すると，同一

鉄筋であるにも拘わらず 1.8℃の温度差があり，

腐食部の方が健全部より温度が高いことがわか

る。また，実際の腐食長さは 500mm であるが，

温度が高くなっている範囲は 500mm より大き

い範囲となっている。これは，500 mm の腐食部

から健全部へと熱が伝達したからである。つぎ

に，図－４は，腐食部中心と健全部の経時温度

変化である。腐食部は健全部と比較すると，最

高温度からの温度低下割合が急な傾向を示して

いることがわかる。部分腐食鉄筋においても既

往の研究で報告した全面腐食鉄筋と健全鉄筋の

熱的特性と同様な性質を示している。 

以上より，全面腐食および部分腐食に限らず

腐食部は抵抗値が大きく，腐食領域は空気と同

様な熱的特性を示すことから，同一の鉄筋上で 

 

 

 

 

あっても部分腐食鉄筋の腐食部は健全部と比較

すると最高温度が高く，その最高温度からの温

度低下割合は急な傾向を示すことが確認された。 

 

3. 部分腐食鉄筋を有するコンクリート部材の

鉄筋腐食の解析的評価 

本手法を実構造物レベルの様々な劣化性状に

対して適用するためには，コンクリートに内在

する鉄筋の様々な腐食状態を評価可能でなけれ

ばならない。本章においては，鉄筋腐食長さお

よび腐食厚の差異に着目し，その差異がコンク

リート表面温度性状へ与える影響を熱伝導解析

により確認することで，本手法が，部分腐食鉄

筋を有するコンクリート部材に対して適用可能

であるかの事前検討を解析的に行った。 

3.1 解析条件 

部分腐食鉄筋が内在するコンクリート部材の

解析モデルは，図－５に示すような三次元モデ

ルである。供試体寸法は 600×1000×200 mm で

あり，かぶり厚さ 30 mm の位置に長さ 1000 mm

の D16 異形鉄筋を水平方向に 2 本配置した。鉄

筋の内訳は，健全鉄筋および部分腐食鉄筋であ

る。部分腐食鉄筋の腐食長さは，本解析におい

ては鉄筋 1000mm に対し 500 mm とし，腐食範

囲の位置は供試体中心に腐食範囲の中心が一致

するように配置した。解析に用いた熱的特性は，

表－１に示す通りである。また，表面熱伝導率

は 10.0(W/m2・℃)，外気温は 20.0℃とし，通電

加熱終了直後の鉄筋の温度は，健全鉄筋および

部分腐食鉄筋共に 38.0℃とした。 

3.2 熱伝導解析に基づくコンクリート表面温度

性状 

(1) 腐食長さとコンクリート表面温度の関係 

図－６は，通電加熱終了より 500 秒経過時点

での部分腐食鉄筋直上のコンクリート表面温度

分布の解析結果である。前述したように，腐食 

熱伝達境界 

鉄筋（加熱） 

図－５ 解析モデル 

表－１ 解析に用いた熱的特性 
材料 熱伝導率(W/m・℃) 比熱(kJ/kg・℃)

コンクリート 2.5 1.05
健全領域 82.79 0.6
腐食領域 0.07 1.19

1000mm 

150mm

150mm

300mm腐食長さ 500mm 

a 点 

b 点 

(a) 3D 

(b) 上面図 

コンクリート
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部直上におけるコンクリート表面温度は健全部

に比べ低くなっているが，腐食部と考えられる

低温度範囲が，実際の腐食長さの 500mm より狭

い範囲を示していることがわかる。このような

現象の原因は以下のように説明できる。 

鉄筋に強制的に与えられた熱は鉄筋からコン

クリートに伝達されるわけであるが，鉄筋断面

方向における熱伝導性状は，図－７(a)に示すよ

うに温度勾配が卓越するコンクリート表面に向

かって鉄筋から同心円状に伝達される。しかし，

今回のように鉄筋が部分的に腐食している場合

の鉄筋軸方向における熱伝導性状は，健全部と

腐食部では熱の伝達に差異が生じてくることと

なる。鉄筋に蓄えられた熱は，健全部ではコン

クリートに吸収されるわけだが，腐食部におい

ては腐食領域が空気と同等な熱的性質を示すた

め，健全部と比べコンクリートへの熱伝導が抑

制されることとなる。したがって，図－７(b)

に示すように熱を蓄えた鉄筋の健全部と腐食部

のコンクリート表面に向かう同心円の大きさが

異なるものと考えられる。すなわち，健全部と

腐食部の境界においては，健全部の同心円が腐

食部のそれより大きいため，健全部の熱が腐食

部直上のコンクリート表面に影響を与えるので

ある。このようなことを加味すると，本手法を

部分腐食鉄筋に適用すると，腐食部直上におけ

るコンクリート表面温度は，実際の腐食長さと

は異なる範囲で検出されると予測できる。これ

は，部分腐食鉄筋を有するコンクリート部材に

本手法を適用した際の大きな特徴の一つである

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 腐食厚の差異によるコンクリート表面温

度性状 

 鉄筋腐食厚の差異がコンクリート表面温度に

与える影響を評価するために，本解析では腐食

厚を 0.1mm，0.3mm，0.5mm の 3 種類と設定し

た。図－８(a)は，健全鉄筋中心および腐食厚が

0.5mm の部分腐食鉄筋における腐食部中心位置

の直上におけるコンクリート表面の経時温度変

化の解析結果である。同図からも明らかである

が健全鉄筋と部分腐食鉄筋を比較すると，部分

腐食鉄筋における腐食部は健全鉄筋中心と比べ

最高温度が低く，また最高温度からの温度低下

割合が緩やかである結果となった。この温度特

性は，既往の研究において報告した，本手法に

よる健全鉄筋と全面腐食鉄筋の温度特性と合致

している。つぎに，図－８(b)は腐食厚の差異に

よるコンクリート表面の経時温度変化の解析結

果である。同図より腐食厚の差異がコンクリー

ト表面温度に大きな影響を与えていることが確

認できる。 

以上より，本解析において本手法を部分腐食

鉄筋が内在するコンクリート部材に対して適用 

：コンクリート ：鉄筋健全部 ：鉄筋腐食部

(a) 鉄筋断面方向 (b) 鉄筋軸方向

図－7 鉄筋からの熱伝達性状 

図－6 加熱終了より 500 秒後の 

実際の腐食範囲

(b) 腐食領域の差異による(a) 健全および部分腐食の 

図－８ コンクリート表面経時温度変化 

コンクリート表面温度分布 

0 200 400 600 800 100020

21

22

23

24

25

鉄筋位置(mm)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
温
度

(℃
)

 局部腐食(0.1mm)

0 1000 2000 300020

21

22

23

24

経過時間(s)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
温
度

(℃
)

 a点 健全鉄筋
 b点 局部腐食鉄筋(0.3ｍｍ)

表面経時温度変化

0 1000 2000 3000

21

22

23

24

経過時間(s)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
温
度

(℃
)

 a点 健全
 b点 局部腐食(0.1mm)
 b点 局部腐食(0.3mm)
 b点 局部腐食(0.5mm)

表面経時温度変化

-1744-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すると，同一の鉄筋上に腐食部と健全部が存在

するにも拘わらず，既往の研究の報告と変わら

ない腐食部のコンクリート表面温度は健全部の

それと比較すると最高温度が低く，最高温度か

らの温度低下割合が緩やかであるという温度特

性を示した。また，定性的ではあるが，鉄筋腐

食領域がコンクリート表面への熱を抑制するこ

とから，その差異によりコンクリート表面温度

に違いが生じていることがわかる。よって，本

手法において部分腐食鉄筋の腐食部における腐

食量も評価可能であると考えられる。 

 

4. 部分腐食状態の鉄筋を有するコンクリート 

部材の表面温度性状 

4.1 実験概要 

本章では，前章の事前検討に基づき，部分腐食

鉄筋を有するコンクリート部材に対する温度特

性評価に関する実験を行う。 

(1) 実験に用いたコンクリート供試体 

 実験に用いたコンクリート供試体は，図－９

に示すように前章において解析に用いた寸法と

同様の 600×1000×200 mm であり，かぶり厚さ

30 mmの位置に長さ 1300 mmのD16異形鉄筋を

水平方向に 2 本配置した。配置した 2 本の鉄筋

は，2 章において大気中における部分腐食状態

の鉄筋の温度特性を検討するのに使用した 2 本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の鉄筋と同様の鉄筋である。部分腐食鉄筋の腐

食部は，解析条件と同様に中心が供試体の中心

に一致するように配置した。 

なお，コンクリートの配合は表－２に示すとお

りである。 

(2) 赤外線センサによる実験方法および条件 

 コンクリート供試体の鉄筋両端に低周波型交

流電流装置を接続し，一定電流 300A で 3 分間

通電加熱し，赤外線センサを使用しコンクリー

ト表面温度の測定を通電直後から 5 秒間隔で 60

分間測定した。なお，コンクリート供試体から

赤外線センサまでの距離は 200cm，室温は 20℃

の一定条件で実施した。 

4.2 コンクリート表面の温度性状 

図－10は，通電加熱終了より 720 秒経過した

時点での供試体表面の熱画像である。熱画像上

で上側の鉄筋が健全鉄筋，下側が部分腐食鉄筋

である。熱画像上からも明らかなように部分腐

食鉄筋においては，健全部および腐食部ではコ

ンクリート表面の温度性状に明確な差異がある

ことがわかる。同一鉄筋であるにも拘わらず腐

食部直上のコンクリート表面温度は，健全部の

それと比較すると低い温度および高温度の帯域

幅が狭くなっている。熱画像上からでもその差

異は明らかではあるが，図－11に同時刻におけ

る鉄筋直上のコンクリート表面温度分布図を示

す。腐食部直上と健全部直上では 0.4℃の差があ

ることがわかる。また，同図より，腐食範囲と 

図－10 加熱終了より 

720 秒後の熱画像 

図－11 同時刻のコンクリート

表面温度分布 

実際の腐食範囲

水セメント比 最大骨材寸法 スランプ 細骨材率

(％) (mm) (cm) (％) 水 セメント 細骨材 粗骨材

60 20 10 43 154 256 860 1013

単位量(kg/m
3
)

表－2 コンクリートの配合表 

(a) 供試体上面図 

(b) 供試体断面図 

図－９ 部分腐食鉄筋を配置した供試体 
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考えられる低温度領域は実際の腐食長さ

500mm より狭い結果となっていることがわか

る。この現象は，前章での解析結果の傾向と一

致している。 

つぎに，図－12に部分腐食鉄筋の健全部およ

び腐食部直上のコンクリート表面経時温度変化

を示す。部分腐食鉄筋の腐食部は，部分腐食鉄

筋の健全部と比較すると，前章の解析結果と同

様な温度性状を示していることがわかる。 

以上の実験結果と前章の解析結果を比較する

と，本手法による部分腐食鉄筋を有するコンク

リート部材の温度特性は，定性的ではあるが一

致していることが確認された。よって，本手法

を利用して，部分腐食鉄筋を有するコンクリー

ト部材を評価することは可能であることが示さ

れたわけである。 

4.3 部分腐食鉄筋の腐食厚の同定 

 本手法において解析結果と実験結果が定性的

にでも一致していることから，実験により得ら

れた部分腐食鉄筋の腐食部直上におけるコンク

リート表面経時温度変化と解析結果のそれとを

比較することで，本実験に使用した部分腐食鉄

筋の腐食厚の算定を行った。 

 図－13は，腐食厚の差異によるコンクリート

表面の経時温度変化の解析結果と実験結果を示

した図である。同図より，実験結果は腐食厚が

0.1mm の解析結果とほぼ一致している。本節で

行った解析手法は順解析手法ではあるが，部分

的に腐食領域が存在する状態においても熱伝導

解析により腐食厚を十分に評価可能であること

がわかる。よって，本実験に用いた部分腐食鉄

筋の鉄筋腐食厚は約 0.1mmであると推測できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. まとめ 

 本研究では，既往の研究において未着手であ

った鉄筋が部分的に腐食している場合における

本手法の適用性を議論するために，大気中にお

ける鉄筋単体の温度性状を調べ，つぎに熱伝導

解析により事前検討を行い，実験結果と解析結

果の比較を行った。 

 本研究から得られた結果を以下にまとめる。 

(1) コンクリート表面温度に及ぼす鉄筋腐食

の影響は非常に大きく，部分的に腐食した

鉄筋を有するRC部材に対しても本システ

ムの適用が可能であることが確認された。 

(2) 部分的に腐食した鉄筋を有するコンクリ

ート表面の温度性状に関して，腐食生成物

が断熱材的役割を果たすことにより，非腐

食領域に比べ腐食領域のコンクリート表

面の最高温度は低く，時間の経過による温

度低下割合も小さい。 

 

参考文献 

1) 茂木淳，長坂慎吾，谷口修，大下英吉：鉄筋

強制加熱による熱画像処理に基づいたコンク

リート内部の鉄筋腐食性状非破壊検査手法に

関する研究コンクリート工学年次論文報告集，

Vol.26,No.1,pp1989-1994,2004 

2) 臼木悠祐，茂木淳，谷口修，大下英吉：鉄

筋強制加熱による熱画像処理に基づいたコ

ンクリート内部の空洞・ひび割れ非破壊検

査手法に関する研究，コンクリート工学年

次論文報告集，Vol.26,No.1,pp1845-1850,2004 

 

図－12 コンクリート表面経時温度変化 図－13 実験および解析結果 
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