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要旨：本研究は，コンクリート表面に顕在化していない内部ひび割れのような内部損傷の進展を対象として

電気抵抗率の分布を用いて検知することを目的として検討を行った。その結果，供試体底部に内部ひび割れ

を模擬して導入したスリット深さの増大に伴い，電気抵抗率分布は変動することがわかった。特に，内部損

傷が電流経路ならびに測定される電気抵抗率の分布に与える影響を実験的，解析的アプローチにより明らか

にし，電気抵抗率の経時変化ならびに分布に基づいて内部損傷を検知できる可能性を示した。 
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1. はじめに 

 コンクリートの緻密さ，水分飽和度や塩化物イオンの

拡散性と相関がある電気抵抗率は，コンクリートの耐久

性能を示す材料特性として注目されている。特に，鉄筋

腐食によりマクロセル腐食電流が生じた場合には，アノ

ード部，カソード部間の電気抵抗率は腐食過程を律速す

る非常に重要な支配要因となる。近年，既設コンクリー

ト構造物を対象としてかぶりコンクリートの電気抵抗率

を簡易的，かつ迅速に測定する方法として 4 プローブ法

（Wenner 法）が検討されている 1),2)。複合材料であるコ

ンクリートの電気抵抗率には，材料の不均一性，深さ方

向の含水分布，対象物の形状，ならびに測定間隔を含め

た測定方法が影響を与えることが知られている。また，

コンクリート中における埋設鉄筋の影響の評価には，電

気抵抗率測定のなかでも電流経路の変動に着目した検討

が報告されている 3)。図－1 に示すような 4 プローブ法

では，コンクリート表面に一定間隔 a で 4 本の電極を配

置し両端の電極に直流または交流を通電し，内側 2 本の

電極間の電圧を測定することで，電気抵抗率を以下の式

(1)により算出する。 

I

V
a2πρ   (1) 

ここに， ：電気抵抗率（Ω m）， ：電極間隔（m）， ：

電位差電極間の電圧（V）， ：印加電流（A）である。式

(1)は，両端の電極から通電されるコンクリート中の電流

密度が等方的であるとし，オームの法則から導出される

理論解である。 

次に，電気抵抗率測定を応用した研究として電気抵抗

トモグラフィー法（英語表記，Electrical Resistance 

Tomography，以下 ERT と称す）について簡略的に述べる。

この方法は，4 プローブ法と同様にコンクリート表面に

一定間隔で配置された複数電極，あるいは円柱状の対象

物に周囲を囲むように配置した電極を用いて通電・電圧

測定を行うことにより，電気抵抗率の分布を逆解析によ

り推定するものである。例えば，無筋コンクリート中に

おける著しい電気抵抗率分布の可視化などに応用されて

きている 4)。 

本研究は，上記のような ERT 法への拡張を見据えた基

礎的研究という位置づけで実施したものである。特に，

本研究で測定対象とする表面には顕在化していない鉄筋

コンクリート中の劣化あるいは損傷には，コンクリー

ト・モルタル供試体底部より進展するひび割れを模擬し

たスリットの存在が電流経路，ならびに電気抵抗率の測

定結果に与える影響について実験的，解析的に検討した。

実験的検討では，10 本の電極をコンクリート表面に配置

し，このうち 4 本の電極を使用し連続的に通電・電圧測

定を実施した。さらに，汎用 FEM 解析ソフトを用いて，

内部損傷が局部的な電流経路ならびに電気抵抗率に与え

る影響を検討し，実験結果と比較することにより本手法

の有効性について検討した。 
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図－1 4 プローブ法の模式図 
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2. 実験的検討 

2.1 使用材料および供試体概要 

 本研究では，水セメント比 50%のモルタルおよびコン

クリート供試体を作製した。寸法および形状は

100×100×400mm の角柱供試体とした。セメントは早強ポ

ルトランドセメント（密度：3.14g/cm3，比表面積：

4490cm2/g）とし，練混ぜ水には水道水を使用した。また，

細骨材には石灰砕砂（表乾密度 2.66g/cm3，F.M.2.47，吸

水率 0.58%）を使用した。粗骨材には，最大寸法 20mm

の砂岩系砕石（表乾密度 2.61g/cm3，吸水率 0.80%）を使

用した。化学混和剤には，変性リグニンスルホン酸系 AE

減水剤，また変性ロジン酸化合物系 AE 剤を 100 倍に希

釈したものを使用した。養生方法は，材齢 7 日まで水中

養生とした。コンクリートの配合を表－1に示す。なお，

スランプおよび空気量の測定値はそれぞれ 8.5cm，4.0%

であった。 

 

表－1 コンクリートの配合 

W/C 

(%) 

s/a 

(%) 

単位量（kg/m3) C×% 

C W S G AE 減水剤 AE 剤 

50 48.5 330 165 882 935 1.1 0.25 

 

モルタル供試体は水，セメントおよび細骨材の割合を

重量比で 1：2：4 として作製した。使用材料および養生

方法はコンクリート供試体と同様とした。 

本研究で作製した供試体の模式図を図－2 に示す。モ

ルタルおよびコンクリート供試体中央部の底面より内部

欠陥を模擬したスリット（幅約 1mm）を乾式ダイヤモン

ドカッターにより導入し作製した。スリット深さは 25，

50 および 75mm である。また，供試体上部には，20mm

間隔で左右対象となるように 10 本の電極を深さ 10mm

まで埋設した。電極種類はステンレス棒（3mm）とし，

供試体との接合方法は図－3 のようにドリル孔（5mm）

に銀－エポキシ系導電性接着剤（抵抗値：0.001Ω・cm

未満）を塗付する方法とした。予備実験により，この処

理を施すことで打設時に電極を埋設する方法と比較して

測定結果のばらつきが小さくなることが確認されている。

また，供試体は各ケースについて 2 体ずつ作製し，同様

の結果が得られていることを確認しているため，本研究

で用いた供試体の作製方法に起因するばらつきは小さい

と考えられる。 

2.2 電気抵抗率の測定方法 

本研究では，図－2に示すように電極間隔を 20 および

60mm として 4 プローブ法により電気抵抗率の分布を測

定した。なお，粗骨材の最大寸法および電極間隔によっ

て測定結果は異なるものと考えられるが，本検討では既

往研究 2)を参考にして 20mm 以上の電極間隔とした。電

極間隔を 20mm として測定したケースでは，コンクリー

ト表面に配置された10本の電極のうち4本の電極を使用

し，計7ケースの測定を実施した。一方，電極間隔を60mm

とした測定では両端部の電極を通電用とし，60mm 間隔

に配置されている内側の電極を電位差を測定する電極と

して使用した。 

直流電源を用いた検討では，ガルバノスタットを用い

て 0.15mA の直流定電流（以下，DC と称す）を印加した。

また，一度，直流電流を印加した電極を用いて電位差電

極間の電圧を測定する場合には，電極が復極するまでに

時間を要する場合があるため，通電前の電極間の電圧を

測定し，通電時における測定値との差を補正することで

電気抵抗率を算定した。電位差電極間の電圧は，ハンデ

ィ型テスターを使用して測定した。 

交流電源を用いた検討では，電圧 30V，周波数 100Hz

の交流安定化電源を用いて通電を行った（以下，AC と

称す）。なお，周波数は，インピーダンスの周波数依存性

を考慮し既報 5)を参考にして 100～200Hz の低周波数域

から選定した。なお，直流定電流とは異なり通電される

交流電流値は一定となっておらず，シャント抵抗 10kΩ

を用いて電圧をマルチメータで測定することにより，式

(1)中の電流値を推定した。印加電流値の範囲はモルタル

供試体では約 0.5～2.6mA，コンクリート供試体では 0.1

～1.5mA である。 

2.3 含水率測定 

養生終了後の供試体は，いずれも室温 20℃に設定され

た試験室に静置し測定を行った。材齢および乾燥ととも

に変化する含水率は，高周波容量式の含水率計により測

定した。 

図－3 電極の接合状況 図－2 供試体の模式図および測定例（電極間隔 a=20, 60mm） 
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3. 電流経路に関する解析的検討 

3.1 数値解析の概要 

 本研究では，コンクリート底部に導入されたスリット

の有無，深さが電流経路ならびに電位分布に与える影響

について解析的検討を行った。数値解析には，汎用 FEM

ソフトウェア COMSOL Multiphysics ver.5.0 AC/DC 

Module を用いて静電場における解析モデルを使用した。

図－4にスリット無のケースにおけるFEMモデルの一例

を示す。供試体の上面には，実験で作製したドリル孔と

同じ大きさの電極を配置したモデルとしている。なお，

実験では表層から 10mm の深さまで電極を埋設したが，

本解析では導電性エポキシで充填された接合部のモデル

を簡略化した。なお，実験結果との比較により，本解析

モデルの妥当性は確認されている。式(2)に示す Poisson

方程式を支配方程式とし，局部的な欠陥を有するコンク

リートの領域を有限要素モデルで離散化し対象領域の電

流密度および電位分布を算出する。 

j
e Q)JV(σ   (2) 

ここに， ：導電率＝1/	  

V：電位 

Je：外部で発生した電流密度 

Qj：印加電流 

3.2 解析条件 

コンクリートおよび電極をモデル化した後，コンクリ

ート表面は絶縁壁として境界条件を設定した。また，材

料パラメータとしてコンクリートの電気抵抗率は 100 

（Ω m）とした。印加電流値として，端部に配置された

電極の一方に 1A/m2 を与え，もう一方の電極は接地して

いる条件の下で解析を実行した。その際の内側電極間の

電圧を算定し，4 プローブ法と同様に式(1)により電気抵

抗率を算出した。 

 

4. 実験結果および考察 

4.1 電気抵抗率の経時変化 

各材齢におけるモルタルおよびコンクリート供試体

に AC または DC を通電した際の電気抵抗率の経時変化

を図－5 に示す。測定電極の組み合わせは，電極間隔を

20mm とした際は 7 ケース，また電極間隔を 60mm とし

た際は両端の 2 本の電極を通電用電極として実施した。

なお，電極間隔を 20mm として DC を通電したケースは

供試体中央に配置された 4 本の電極のみを使用して測定

した結果となっている。この図より，各電極間隔の測定

結果において，材齢に伴い電気抵抗率は増加することが

認められる。これは，供試体内部の含水率の低下および

材齢の経過とともにモルタルの密実性が高まり，電気抵

抗率が大きくなったものと考えられる。各供試体におけ

る電気抵抗率は，約 9,300～18,900Ωcm（DC，a=60mm），

約 3,600～8,900Ωcm（AC，a=60mm），約 3,700～8,200Ωcm

（DC，a=20mm），および約1,300～3,700Ωcm（AC，a=20mm）

であり，通電電流の相違により測定される電気抵抗率に

差があることが確認された。しかしながら，a=60mm と

して測定されたケースにおいて初期の電気抵抗率を基準

として算出した電気抵抗率の増加率は材齢 90 日におい

て両者に大きな差は認められない。また，測定間隔の相

違では，電極間隔を 20mm としたケースの方が材齢に伴

う電気抵抗率の増加率は高いことが認められる。これは，

電極間隔が 20mm のケースの方が，表層コンクリートの

乾燥の影響をより受けるためであると考えられる。また

この傾向は，コンクリート供試体における結果において

も確認されている。なお，コンクリート供試体で測定さ

れた電気抵抗率は，約 18,400～44,700Ωcm（AC，a=60mm），

約 8,600～23,100Ωcm（AC，a=20mm）である。 

電極間隔を 20mm として AC を通電した 7 ケースにお

図－5 材齢と電気抵抗率の変化（a：電極間隔，図－2参照） 

（左：モルタル供試体，右：コンクリート供試体） 

図－6 供試体重量と含水率の変化

図－4 FEM モデル 
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いて測定された電気抵抗率のばらつきは，コンクリート

供試体の方が大きくなる傾向が認められる。特に，この

傾向は材齢 50 日以降に測定された結果において明確に

認められる。また，乾燥に伴う供試体の含水率の低下お

よび供試体重量の変化を図－6 に示す。この図より，モ

ルタル供試体は，屋内曝露環境下において継続的に含水

率および供試体重量は低下していることが認められる。

したがって，モルタル供試体における電気抵抗率のばら

つきは供試体の深さ方向における含水分布の変動および

モルタルの不均一性に起因するものと考えられる。一方，

コンクリート供試体においては，材齢 50 日以降の含水率

および供試体重量の変化は比較的小さいことが認められ

る。したがって，コンクリート供試体において材齢 50

日以降に見られた測定値におけるばらつきの増大は，水

分が逸散した表層部におけるコンクリートの不均一性，

特に測定間隔を粗骨材最大寸法と同じ 20mm としたこと

で，電位差電極間における粗骨材の有無が測定される電

圧に影響したものと推察される。4.2 節においては，上述

の測定値のばらつきに加え，内部欠陥を模擬したスリッ

トの存在が電気抵抗率の分布に与える影響について検討

を行った。 

4.2 内部欠陥が電気抵抗率測定に与える影響 

内部欠陥を模擬したスリットを有するモルタル・コン

クリート供試体に電極間隔を 60mm または 20mm として

AC を通電した際の電気抵抗率の測定結果を図－7 に示

す。なお，モルタル供試体を用いて測定したケースでは，

深さの異なるスリットを導入した供試体の材齢が異なる

ため材齢に伴う電気抵抗率の増加分を補正し，スリット

深さを増大させた材齢における電気抵抗率の変動を示し

ている。また，コンクリート供試体は，同じ材齢におい

てスリット深さを増大させ電気抵抗率測定を実施した。 

図－7 の a=60mm の結果を見ると，スリット深さが

25mm および 50mm においてはスリットの無いときの測

定結果と比較して，電気抵抗率は最大で約 1.2 倍となっ

ている。また，スリット深さを 75mm とした際において

は約 2.1～2.2 倍と電気抵抗率の増大が顕著となることが

認められる。これらの結果は，モルタル及びコンクリー

ト供試体において同様に確認されている。この電気抵抗

率の増大は，コンクリート表面から 25mm の断面を電流

が通過する際に生じる電位差電極間の電圧の増大と推察

され，5 章で FEM 解析結果を踏まえて詳述することとす

る。 

また図－7 中の電極間隔を 20mm とした場合，モルタ

ル供試体においては深さ 75mm のスリットを有する測定

ケース 4 において約 1.3 倍の電気抵抗率の増大が認めら

れる。一方，電流を印加する電極および電圧を測定する

電極のいずれの電極の下部にもスリットが存在しない測

定ケース 1，2，6，および 7 においては，スリット深さ

の増大に伴う明確な電気抵抗率の増大は認められない。

また，コンクリート供試体においても測定ケース 4（ス

リット深さ 75mm）において，約 1.4 倍の電気抵抗率の

増大が確認されている。しかしながら，特に測定ケース

2 のように測定ケース 4 で見られた電気抵抗率の増大と

同程度の測定値の変動を示したケースもあり，電流の通

過断面が 25mm 程度残存しているコンクリートの供試体

では，測定間隔を 20mm とした測定結果のみから内部欠

陥の有無を検知することは難しいと考えられる。このよ

うなコンクリート供試体を対象として，表面に顕在化し

ていない欠陥部を早い段階で検知するためには，前述の

ように測定間隔を広くした測定（a=60mm）を併用する

ことが望ましいと考えられる。さらに，ひび割れ等の欠

陥部が進展し表面に近づくにつれて，電気抵抗率の増大

はより著しくなると考えられ，材料の不均一性，含水分

布に起因するばらつきの影響より顕著な増大を示すこと

は容易に想像される。したがって，5 章における FEM を

用いた検討では，実験では供試体製作が難しい表面近く

までスリットが達した際の電流経路の変動に伴う電気抵

抗率の増大についても検討対象とした。 

 

5. 解析結果および考察 

5.1 スリット深さが電流・電位分布に及ぼす影響 

本解析では，スリット深さの異なるモルタル・コンク

図－7 スリット深さと電気抵抗率の増加割合（通電条件：AC，a：電極間隔，図－2 参照） 

（左：a=60mm の測定結果，中：モルタル供試体（a=20mm），右：コンクリート供試体（a=20mm）） 
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リート供試体において，電極間隔 a=20 および 60mm と

して両端の電極に単位電流密度 1A/m2 を通電した際の等

電位面およびそれに直交する電流密度を解析した。  

図－8 に電極間隔 a=60mm として解析を実行した際の

等電位面ならびに電流経路の解析結果を示す。解析結果

A はスリットの無い供試体における結果となっている。

この図より，印加された電流は電極より放射状に広がり，

供試体の中央断面においては，断面に直交する方向に電

流は進行していることが認められる。この結果は，スリ

ット深さを 25mm とした解析結果 B において，特に電極

を配置した面における電位分布に着目すると同様の結果

といえる。また，スリット深さを 50mm とした解析結果

Ｃでは，供試体断面に直行していた等電位面の端部がス

リット上部の表面に直交する形状に変化していることが

認められる。さらに，解析結果 D のようにスリット深さ

を 75mm とすることでこの傾向は顕著に認められるとと

もに，電位差電極間の電圧が増大していることが認めら

れる。これらの結果は，4 章の実験的検討において測定

された電気抵抗率の増大を電流経路の変動に着目して電

位差電極間の電圧が増大することによって生じたことを

理論的に説明するものである。すなわち，電流経路が供

試体上面に局部的に変動することでそれに直交している

等電位面はスリット表面では絶縁壁としたノイマン条件

を満たすため直交し，さらに供試体表面に直交する面は

供試体中央から見て広がる形状となる。 

以上の結果を踏まえて，スリット深さを 90mm として

解析を実行した結果を含めて電極の設置面における電位

分布を図－9 に示す。両端の電極に単位電流密度を通電

することにより生じる電圧の最大差は約 0.34～0.37V で

ある（図－8参照）。このうち，電流を印加した位置にお

ける電圧を基準として解析された電位分布を表示するこ

とで，電位差電極間における電位差（電圧）の増加を明

確にすることができる。特に，スリット深さを 90mm と

したケースの電位差電極の位置における電圧は，解析結

果のなかで最大・最小値をそれぞれ示していることから

式(1)中の電圧は最も大きな値となる。 

次に，電位差電極間の電圧の解析結果に基づいて，式

(1)を用いて電気抵抗率を算定した結果を図－10 に示す。

なお，電極間隔を 20mm として供試体の中央に左右対象

となるように配置したケースにおいても同様に解析を実

行し電気抵抗率を算定した。この図より，電極間隔を

60mm とした場合の電気抵抗率の増加率は，約 1.01 倍（ス

リット深さ 25mm），約 1.30 倍（スリット深さ 50mm），

約 2.05 倍（スリット深さ 75mm），および約 3.53 倍（ス

図－8 FEM 解析結果（a=60mm） 

（A：Slit=0mm，B：Slit=25mm，C：Slit=50mm，D：Slit=75mm） 
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リット深さ 90mm）である。これらの結果は，モルタル

およびコンクリート供試体においてスリット深さを

75mm まで導入し測定された電気抵抗率の増加率と同程

度となっており，本手法の有効性を示すことができたと

考えている。さらに，電極間隔を 20mm とした場合の電

気抵抗率の増加率は，約 1.01 倍（スリット深さ 25mm），

約 1.05 倍（スリット深さ 50mm），約 1.25 倍（スリット

深さ 75mm），および約 1.93 倍（スリット深さ 90mm）で

ある。これらの結果は，モルタル供試体において測定さ

れた結果と同程度となっている。しかしながら，コンク

リート供試体における結果はスリット深さの増大に伴い

電気抵抗率の増大を示す傾向は合致しているものの，4.2

節で記載したようにスリットの有無の他に材料の不均一

性や含水分布に起因する測定値のばらつきが大きく，電

気抵抗率は理論値よりも高く算定される場合があること

が確認された。一方，解析結果のようにひび割れ等の内

部欠陥が表面近く（健全部の残り 10mm）に近づくこと

でこのばらつきより顕著な電気抵抗率の増大が測定でき

ると考えられる。したがって，今後はより表面に近い部

位まで進展しているコンクリート中のひび割れを対象と

して電気抵抗率の分布を測定し，統計的あるいは逆解析

によりひび割れ位置と深さ（健全部の残り）を同定する

手法を開発することを検討課題とする。 

 

6. 結論 

 本研究は，コンクリート表面に顕在化していない内部

ひび割れのような内部損傷の進展を対象として電気抵抗

率の分布を用いて検知することを目的として検討を行っ

た。本研究で得られた知見を以下に記す。 

1) 材齢とともに増大する電気抵抗率のばらつきはモル

タルよりコンクリート供試体の方が大きいことが確

認された。 

2) 測定間隔の相違では，電極間隔を 20mm としたケー

スの方が 60mm としたケースよりも材齢に伴う電気

抵抗率の増加率は高いことがわかった。 

3) 供試体底部に内部ひび割れを模擬して導入したスリ

ット深さの増大に伴い，測定間隔に関わらず電気抵

抗率は増大することがわかった。 

4) これは，スリットの存在により電流経路が変動し電

位差電極間の電圧が増大することにより生じるとい

う結論を得た。 

5) モルタルおよびコンクリート供試体を用いた検討に

より，測定間隔を 20mm とした電気抵抗率の分布に

基づいて内部損傷を検知できる可能性を示した。 
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