
論文 SIBIE によるひび割れ深さ評価の実用化 
 

渡海 雅信*1・大津 政康*2

 

要旨：コンクリートの表面ひび割れの深さ評価には非破壊検査手法の一つである超音波法が

用いられている。この手法は弾性波の伝播時間を用いて評価するが，初動波の検出が困難な

場合や，ひび割れ部に水が堪水されている場合などへの適用性の問題が知られている。筆者

らのグループは、インパクトエコー法を利用し弾性波の反射や回折の影響を画像化し内部欠

陥の位置を評価する SIBIE 法を開発中である。そこで、ひび割れ深さ評価における SIBIE 法

の信頼性を検討するために超音波法との比較を試みた。調査対象はひび割れと水が堪水され

たひび割れとした。 
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1. はじめに 

 コンクリートの表面ひび割れ深さを評価する

非破壊検査手法に，超音波法がある。超音波法

では発振センサによる入力時点からひび割れを

経由した弾性波の到達時間を測定する。その方

法にはTc-To法，T法，BS法などが提案されてい

る1)。日本国内では，日本建材産業協会規格「超

音波によるコンクリートの表面ひび割れ深さ測

定方法」2）が定められている。この手法はTc-To

法よりひび割れ深さを評価するものである。し

かしながら，ひび割れ幅・鉄筋の影響・ひび割

れ界面の影響などにより深さ評価が困難になる

ことも少なくない。また，ひび割れ部に水が堪

水している場合にもひび割れ検出は非常に困難

とされている。 

 本論文ではコンクリート構造物の非破壊検査

手法の一つであるインパクトエコー法2)におい

て得られる周波数スペクトルにより，調査断面

において弾性波の反射の影響を画像化する，

SIBIE法(Stack Imaging of spectral amplitudes Based 

on the Impact Echo)3)を用いて，ひび割れ及びひ

び割れ部が堪水された場合のひび割れ深さの検

討を行った。 

 

2. ひび割れ深さ測定方法 

2.1 超音波法(Tc-To 法) 

 一振動子縦波探触子を 2 個用い，送信した縦

波によりひび割れ先端から回折する縦波を受信

したときの伝播時間からひび割れ深さを換算す

る方法である4)。 
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図－1 超音波による計測方法 

 

 

 

 

 

 

 

 試験方法は，まず図－1に示すように供試体の

健全部表面で探触子 2 個を間隔 Lc に配置して，

伝播時間を求める。次に探触子 2 個をひび割れ

が中央になるように，間隔 Lc に配置して伝播時

間を求め，ひび割れ深さを式(1)により求める。

なお，有効探触子間距離 L は探触子の影響を補

正したものを用いることとする。 
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ここで，d：ひび割れ深さ，L＝Lc+⊿L：有効探

触子間距離，Lc：探触子間の中心距離，⊿L：探

触子間距離の補正値，Tc：ひび割れ部を伝播し

た初動波の伝播時間，To：健全部を伝播した初

動波の伝播時間 

 

2.2 インパクトエコー法による検出原理 

 インパクトエコー法は，弾性的な衝撃力によ

り入力された弾性波を利用する非破壊検査手法

の一つである5)。 

このインパクトエコー法の概念を表面ひび割れ

に適用すれば，部材底部からの反射及びひび割

れ底からの回折による共振周波数により得られ

る周波数スペクトルは，P波の伝播速度をCpとす

ると，板厚による周波数fT，ひび割れによる周波

数fcrack ，が出現する。それらは，式(2)，式(3)

のように表される。図－2にその概要を示す。                 
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図－2 インパクトエコー法の検出原理 

   TCf pt 2=            (2) 

   dCf pcrack 2=          (3) 

ただし，T：供試体の板厚，d：ひび割れ深さま

での距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 SIBIE による検出原理 

 インパクトエコー法では，実際にピーク周波

数のみによる内部欠陥の同定が困難な場合も多

く，非破壊検査手法として確立されているとは

言い難い。 

そこで，ピーク周波数は理論的には入力され

た弾性波が不連続面で反射および回折すること

により生じるという特性より，インパクトエコ

ー法で得られた周波数スペクトルを用いて供試

体断面を画像化する SIBIE 法を現在開発途中で

ある。 

SIBIE 法は供試体断面での弾性波の反射およ

び回折位置を画像化する処理法である。手順と

しては，まず解析対象の断面を正方形要素に分

割しモデル化する。実験に使用したコンクリー

ト供試体断面をモデル化したものを図－3 に示

す。次に，分割された各要素の中心からの弾性

波の反射による共振周波数を求める。その際，

弾性波は入力点から要素中心そして出力点とい

った伝播経路を通るが，その最短伝播経路を R

とすると式(4)のように表される。 

   21 rrR +=            (4) 

 

R=r1+r2 X

Y

input output   

 
r2  

 

  

 

 

 

 

解析対象中を伝わる弾性波の波速をCPとする

と，分割された要素の中心で反射および回折す

ることにより生じる共振周波数は，式(3)，(4)よ

り式(5)が得られる。さらに，要素の中心での弾

性波の反射および回折をより強く表す共振周波

数として式(6)が考えられる。 

   RCf PR =           (5) 

 22 rCf pr =             (6)  

 実測した周波数スペクトルにおいて，式(5)，

(6)で求められる理論的な反射および回折による

共振周波数の振幅値を合計することにより各要

素からの反射および回折の影響を検出する。こ

こで上限を 50kHzとした。なお下限については

板厚Tによる反射によるfT=Cp/T とした。 

次に，モデル化する際の分割する正方形要素

の大きさの影響について考える。弾性波の伝播

速度CPと波形計測時のサンプリングタイムΔtの

関係を図－3の経路で考えると，最短経路を与え

r1

0

 

図－3  SIBIE 解析イメージングモデル
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表－1 配合設計と力学特性 

単位量(kg/cm3) Gmax W/C 弾性係数 スランプ値 空気量 圧縮強度 ポアソン比

(mm) (%) (mm) (％) (MPa) (GPa) W C S G 

20 55 182 331 743 1159 80 4.5 32.5 29.8 0.28 

る正方形要素の一辺の長さΔxは次式で与えら

れる。 
            (8) 2/x tCPΔ=Δ

 

3. 実験概要 

3.1 実験供試体 

 実験に用いた供試体を図－4に示す。サイズは

400mm×250mm×300mm で供試体表面に幅 0.5mm，

深さｄ＝100mm の人工ひび割れを有するもので

ある。ひび割れ部位については,供試体打設時に

所定の位置に厚さ 0.5mm の銅板を挟み，その後

それを取り外すことで作成した。コンクリート

供試体の配合および28日養生後の力学特性を表

-1 に示す。なお，スランプ値と空気量は AE 剤に

より調整している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 弾性波速度試験 

インパクトエコー法を用いる際，弾性波(P 波)

速度は重要なパラメータである。実際に実験に

使用したコンクリート供試体を用いて，市販の

時間差測定装置(PUNDIT)で透過法により P 波

の測定を行った。供試体上部で探触子により発

振し，供試体下部で探触子により受信するまで

の伝達時間と供試体の厚さを距離として測定し

弾性波の速度を求めた。実験概要を図－5に示す。 

 測定は両端面で 10 回行い，得られた波速の平

均値を弾性波の波速とした。実験材令での弾性

波波速として 4005m/s が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

400mm 

図－5 透過法による弾性波の測定 

3.3 超音波法による計測 

 超音波探触子として共振周波数が 60kHzの共

振型AEセンサ，R6 センサを使用した。実験では

ファンクションゼネレータより 10V－20kHzの

パルス波を発生させ発振子側のR6 センサを用い

て供試体にパルス波を入力した。そして，受振

子側のR6 センサから出力された波形をプリアン

プで増幅しオシロスコープで出力された波形よ

り初動波の伝播時間を求めた。探触子間隔Lcは

データのばらつきを考慮するため 150mm，

200mm，250mmで行った2)。 

 なお，ひび割れ部を伝播した初動波の伝播時

間 Tc は図－4 の供試体を用い，健全部を伝播し

た初動波の伝播時間Toは前述した角柱供試体を

用いて試験を行った。また，探触子の補正値は

角柱供試体を用いて算出し，－2.5mm となった。 

400 250 

300 100 

0.5 

[scale : mm] 

図－4 実験供試体 

 

3.4 インパクト試験および SIBIE 解析 

 コンクリート供試体に高周波数の弾性波を発

生させるために，図－6に示すようなアルミ飛翔

体を使用し，空気圧約 0.05MPaでインパクトを入

力した。アルミ飛翔体は 50kHz程度まで含む弾性

波を発生させることが可能であることが確認さ

れている3)。 
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 まず，インパクト試験は供試体表面のひび割れ

部を中心とし，左右等間隔の位置で弾性波を発

生させ加速度計により振幅波形を受振した。そ

して，オシロスコープにより振幅波形をデジタ

ルデータとして出力し，それを高速フーリエ変

換(FFT) することにより周波数スペクトルを求

めた。波形のデジタルデータの個数は 2048 個と

し，サンプリングタイムは 4μsec を採用した。

ひび割れ部を中心とした計測間隔 100mmおよび

200mm で行った。計測概要は図－7に示す。 

 次に，求めた周波数スペクトルを用いて SIBIE

解析を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 実験順序 

 ひび割れ供試体を用いて，次の 2 種類の試験

を行った。 

  (1) ひび割れ深さの検出 

 図－4に示す供試体を用いて，これまでの理論

をもとに超音波法，SIBIE 法によりひび割れ深さ

の検出を行い比較した。 

(2) ひび割れ部を堪水状態にして検出 

 これまでの研究報告ではひび割れ中に水が存

在する場合，欠陥部評価に際して実際のひび割

れ深さより過小評価する可能性が指摘されてい

る2）。そこで，コンクリート供試体のひび割れ

部の深さ 8 割まで水を満たし超音波法，SIBIE法

によりひび割れ深さの検出を行い比較した。 

 

4. 結果および考察 

 超音波試験で得られた振幅波形を図－8，11に

示す。インパクト試験により得られた周波数ス

ペクトルを図－9，12に示す。このスペクトルを

用いて SIBIE 解析を行った結果を図－10，13 に

示す。 

 ひび割れ先端部の理論的共振周波数は式(3)に

より，Case1 の場合はfcrack=17.9kHzとなり，Case2

の場合はfcrack=14.2kHzとなる。図－9，12を見る

と，各々それらしきピークは見られるも，他に

も多くのピークが存在しピークを特定するのは

困難である。 

加速度計 

衝撃入力点 

Case 2: 計測間隔：200mm  

17mm 

8mm 

図－6 アルミ飛翔体 

図－7 計測概要 

Case 1: 計測間隔：100mm 

4.1 ひび割れ深さの検出 

 (1) 超音波法による結果 

 超音波試験は 3 基準の計測間隔で行った。図

－8 より初動波の伝播時間を算定し，式(1)によ

りひび割れ深さの算定を行った。その結果を表

－2にまとめる。ひび割れ深さの真の値は 100mm

であるが，3.6mm から 12.2mm の誤差が生じてい

る。これは，初動波の伝播時間を算定する際の

人的誤差から生じると考えられる。仮に今回の

算定において伝播時間が1μsecずれた場合，3mm

から 4mm の違いが生じる。このことから，超音

波法を用いる場合は初動波の伝播時間の算定が

重要となることが確認できる。 
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表－2 超音波法によるひび割れ深さ 

計測間隔(mm) 150 200 250 平均 

ひび割れ深さ(mm) 97.4 106.0 112.2 105.2

振
幅

(m
V

)

150mm
200mm
250mm
入力矩形波

 

図－8 超音波法で得られた波形 
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 (2) SIBIE による結果 

 図－9の周波数スペクトルを用いてSIBIE解析

を行った。図－10 の SIBE 図の見かたは色が黒

の部分が弾性波の回折の影響が強く現れている

ことを示している。また，矢印は入出力点を表

し，上面真ん中の白ラインはひび割れを示す。

これらの SIBIE 解析の結果を見ると，各々ひび

割れ先端部で弾性波の回折の影響が見られる。

結果は表－3 のようになる。計測間隔が 100mm

の場合は実際のひびわれ深さと同様の値が得ら

れた。200mm になると実際の深さより 10%深め

の値となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－3 SIBIE によるひび割れ深さ 

計測間隔(mm) 100 200 平均 

ひび割れ深さ(mm) 100.0 105.0 102.5 

 

(3) 超音波法と SIBIE 法の比較 

 超音波法での計測結果の平均は 105.2mm とな

り，SIBIE では 102.5mm となった。平均値での

実際との差異は 2.7mm でしかない。計測間隔別

に比較すると，超音波法では計測間隔 250ｍｍで

ひび割れ深さの真の値より最大 12.2mm の差を

生じており，精度には問題がある。一方，SIBIE

法ではひび割れ深さの真の値より最大 5mmの差

を生じているだけであり，十分にひび割れ深さ

の判定ができている。 

 (a) Case1     (b) Case2 

図－9 周波数スペクトル 
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4.2 ひび割れ部を堪水状態にして検出 

 (1) 超音波法による結果 

 図－11より初動波の伝播時間を算定し，式(1)

によりひび割れ深さの算定を行った。その結果

を表－4 にまとめる。ひび割れ深さは 4.1(1)で

得られた結果よりも全体的に浅く算定されてい

る。これは，ひび割れ内部の水部分を弾性波が

伝わり初動波が受振位置に早く伝わったためと

考えられる。超音波法ではひび割れ内部に水が

堪水されている場合は，真のひび割れ深さより

も浅く評価されることが確認できた。 

Crack100mm
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(a) Case1(Lc＝100mm) 

 
Crack100mm

 

 

 

図－11 超音波法で得られた波形  

 

表－4 超音波法によるひび割れ深さ 

計測間隔(mm) 150 200 250 平均

ひび割れ深さ(mm) 72.5 85.4 81.9 80.0
(b) Case2(Lc＝200mm) 

 
図－10 SIBIE の結果 
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(2) SIBIE による結果 

  図－13 の SIBIE 図の見かたは上記と同様であ

る。上面真ん中にある白ラインより下部の黒ラ

インはひび割れ部への堪水を示したものである。 

この SIBIE の結果を見ると，ひび割れ部に水が 8

割程度含まれていても，各々ひび割れ先端部で

の弾性波の回折の影響が見られる。結果は表－5

のようになる。計測間隔 100mm，200mm ともに

ひび割れ深さは 95.0mm となり，水の影響を受け

ずに計測できることが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－5  SIBIE によるひび割れ深さ 

計測間隔(mm) 100 200 平均 

ひび割れ深さ(mm) 95.0 95.0 95.0 

 

(3) 超音波法と SIBIE 法の比較 

 ひび割れ部に水が浸入している場合，超音波

法ではひび割れ深さの真の値より平均値で

20mm 浅く判定している。また計測間隔別におい

ても全て浅い判定となっている。一方，SIBIE で

は，真の値より平均値で 5mm 浅く判定している

が回折の影響を強く捕えているに過ぎず問題な

いと考えられ，十分にひび割れ深さの判定がで

きている。 

 

 (a) Case1     (b) Case2 

図－12 周波数スペクトル 
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5. まとめ 

 (1)超音波法により 100mm深さのひび割れ深さ

を評価したところ，最大で約 12mm の誤差を生

じ，結果にばらつきが見えた。また，ひび割れ

部に堪水があると，最大で約 28mm 浅く評価し

ており水が計測に強く影響した。 

(2) SIBIE 法により 100mm 深さのひび割れ深さ

を評価したところ，無水状態で平均 102.5mm，

有水状態で平均 95mm の判定であった。どちら

の状態でもひび割れ深さの真の値 100mmと比べ

5mm 以内の誤差である。超音波法と比べると，

誤差は少なく安心した計測が可能と考えられる。 

Crack & Water
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