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要旨：構造物の健全性を評価する方法として，簡便かつ実用的な方法が望まれる。その一つに構造物の振動

特性を利用した方法である。しかし，未だ研究段階であり，統一的な方法は確立されていない。本研究では劣

化した橋梁に対して振動計測を行い，その可能性を検討した。計測は衝撃荷重を利用した振動計測と常時微

動計測を行い，その結果からスペクトル解析を行った。その結果，両測定手法はほぼ同等な結果となり，いず

れかの方法を用いても，構造物の振動特性を評価可能であることが示された。 

キーワード：アルカリシリカ反応，コンクリート橋梁，振動特性，常時微動，有限要素解析 

 

1. はじめに

近年，建設後数十年が経過した社会基盤設備の維持管

理や更新，さらには新設構造物の高耐久化が喫緊の課題

となっている 1)。コンクリート構造物の劣化の形態とし

て，塩害，中性化，アルカリシリカ反応などがある。こ

のような種々の原因により劣化した構造物に対して合理

的な維持管理を行うには，構造物の健全性を適切に評価

する必要がある 2)。 

構造物の健全性を評価する方法として，簡便かつ実用

的な方法が望まれる。その一つに構造物の振動特性を利

用した方法がある例えば 3)，4)，5)。しかし，構造物の振動特

性を利用した健全性評価の統一的な方法は未だ確立され

ていないのが現状である。 

そこで本研究では，ASR により，6 主桁中 3 主桁が外

観上著しく劣化したプレテンション PC 中空床版橋 6)に

対して，衝撃波を用いた振動計測および常時微動計測を

行い，計測方法の違いや，それらの結果について考察し，

構造物の振動特性を利用した健全性評価法の可能性を検

討した。また，測定結果を考察するために，健全時の橋

梁の振動特性を簡易的なモデルを用いた有限要素解析に

よる固有値解析により推定し，比較した。 

 

2. 対象構造物 6) 

対象橋梁は 1989 年 3 月に供用開始された 1 径間プレ

テンション PC 中空床板橋（6 連桁）である。図－1に橋

梁概略図を示す。本橋梁は，供用から 27 年が経過し， 

ASR に起因する橋軸方向のひび割れが顕著に表れ(図－

2)，耐久性や耐荷性能の低下が懸念されている。なお，

図－2 は，桁下面のひび割れ幅を計測するとともにチョ

ークでマーキングした結果を，CAD により作図している。 

劣化の特徴として，川下側(G4,G5,G6)の 3 主桁のみ劣

化が生じ，川上側(G1,G2,G3)の 3 主桁は外観上健全であ

る。また，ひび割れが顕著な桁においては，平成 22 年 12

月と平成 24 年 12 月に行われた調査結果の比較により，

短期間に，ひび割れ本数が増え，さらに，最大ひび割れ

幅も 0.8mm から 4.0mm に広がり，ひび割れの進展が認

められた。 

この橋梁において各主桁でコア抜きを行い，圧縮強度

試験，塩化物イオン濃度分析，中性化試験，促進膨張試

験，岩石学的評価などを行い，各主桁のひび割れ原因や

材料特性を調査したところ，ひび割れが顕著な桁では明

らかな材料低下が認められ，その原因はアルカリシリカ

反応(ASR)であることが確認された 6)。  

 

 

 

(a) 平面図 (b) 中央断面図 

 

(c) 側面図 

図－1 対象橋梁概略図(単位：mm) 
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写真－1 対象橋梁 

 

 

図－2 損傷(ひび割れ)図（主桁下面） 

 

3. 構造物の振動計測概要 

構造物の振動特性より，構造物の健全度を評価でき

ることが報告されている 3)。一般的に構造物が劣化すれ

ば固有周波数が低下する傾向にある 3)。これは，クラッ

クの増加や剛性の低下により起こるといわれている 3)。  

したがって，構造物固有の振動特性である固有周波

数(f)と固有周期(T)を計測することで，構造物の健全度

の評価を行うことが可能と期待される。 

本研究では，衝撃荷重を利用した加速度計測定より

得られた加速度および常時微動計測から得られる加速度

を測定し，フーリエスペクトル解析(以下，スペクトル

解析と称す)を行った。 

3.1 衝撃荷重を用いた振動計測 

衝撃波を用いた測定では，砂袋(写真－2参照)を対象

橋梁の中央における断面中央および各主桁上部に自由落

下させることで衝撃荷重を与えた。砂袋を用いる理由と

しては自由落下による衝撃波を錘の反射の影響を小さく

し，一様に伝えるためである。加速度計測はスタンドア

ロンタイプのポータブルな加速度計（測定範囲±

2000gal）を用い，トリガー機能を利用した自動計測と

した。計測はトリガレベルを 20gal に設定し，サンプリ

ング周期を 2ms とし，トリガーされてから 10 秒間測定

した。図－3および写真－3に示すように加速度計は各

主桁下面の 6 か所に設置し測定を行う。図中の加速度計

下の文字は加速度名を示す。錘の落下高さは全て地面か

ら 70cm の位置とし，重さ 30kg とし測定を行った。な

お，G1，G2，G3 は外観上健全な桁，G4，G5，G6 はひ

び割れが顕著な桁である。 

 

 

写真－2 測定の様子 

 

 

図－3 加速度計設置箇所（橋梁中央部） 

 

 

写真－3 加速度計設定状況 

 

3.2 常時微動計測 

近年，構造物の常時微動を計測することで，構造物

の健全性を評価する試みも行われている 7)。 

本研究では，橋梁の常時微動を計測し，スペクトル

解析（時間刻み 0.01s）を行い，橋梁の振動特性を求め

た。計測には，写真－4に示す常時微動計測器（SRD 製

社 NewPIC）により計測した。測定は図－3の G1・G6

上のアスファルト床板で行った（サンプリング間隔

10ms，45 秒間連続計測）。 

なお，常時微動計測の長所は前述のような衝撃荷重

を与える必要がなく，供用中の橋梁でも測定が可能であ

る。短所としては微振動であるためノイズ等が混入しや

すく，正しいデータが取れないことがある 4)。 

ポータブル加速度計 
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写真－4 常時微動計測 

 

4. 測定結果 

4.1 衝撃波を用いた振動計測 

30kg の錘(砂袋)を橋梁断面中央で自由落下させたと

きの計測データを図－4から図－6に示す。この図にお

ける X，Y，Z は X が橋軸方向，Y が橋軸直角方向，Z

が橋軸鉛直方向である。この計測結果から，X，Z 軸方

向に比べて Y 軸方向の振幅が小さいことがわかる。ま

た，X，Z 軸方向では落下箇所に近い桁（G3，G4）の

振幅が大きいことが図から分かる。さらには，Z 軸方向

においては，錘落下後にも振幅が続いていることが分か

る。 

つぎに橋梁断面中央および G2，G5 上部から錘を落と

した際の Z 軸(橋軸鉛直方向)での各桁のフーリエスペク

トルを図－7，図－8，図－9に示す。 

図－7，図－8，図－9よりいずれのケースおよび位置

でも 1 次モードの固有周波数 f＝6.71Hz，固有周期 T＝

1/f＝0.149s と同程度の数値となることがわかる。しか

し，G2，G5 上から錘を落とした際のスペクトル解析で

は，2 次モードが表れているのに対し，断面中央で落下

させた場合は 2 次モードが表れていない。これは，落下

位置が橋軸に対して偏心することで，純粋な曲げ変形で

はなく，ねじり変形が生じているためだと考えられる。 

2 次モードの波形も卓越して表れた G2，G5 で落下さ

せたときの分析結果から，2 次モードの固有周波数が

f=16.7Hz となる。また，衝撃波をいずれの位置で与え

ても 1 次モードにおいては対象橋梁の持つ振動特性は変

化しないことがわかる。 

以上の結果より，外観上健全な桁(G1，G2，G3)とひ

び割れが顕著な桁(G4，G5，G6)は，曲げ特性を示す 1

次モードがほぼ同レベルであることから，ひび割れが顕

著な桁の橋軸方向に沿ったひび割れによる曲げ剛性はそ

れほど低下していないものと予想される。しかし，プレ

テンション方式はコンクリートと PC 鋼より線の付着力

によりプレストレスを導入するため，ASR によるコン

クリート内部のひび割れがプレストレスの低下の原因と

なり，曲げ剛性が低下することが報告されているため

8)，継続的なモニタリングが必要であると考える。 

 

 

図－4 加速度計測データ(X軸) 

 

 

図－5 加速度計測データ(Y軸) 

 

 

図－6 加速度計測データ(Z軸) 

 

 

図－7 フーリエスペクトル(落下位置：橋梁中央) 
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図－8 フーリエスペクトル(落下位置：G2) 

 

 

図－9 フーリエスペクトル(落下位置：G5) 

 

4.2 常時微動計測 

 図－10，図－11に G1，G6 の計測地点における常時

微動より得られたフーリエスペクトルを示す。なお，図

の凡例は，同じ条件で，G1 に対しては 3 回，G6 に対し

ては 4 回計測を行ったため，その比較である。 

これらの結果より，対象橋梁の固有周波数 f は G1 で

6.98Hz，G6 で 6.89Hz が得られた。常時微動計測結果か

らもひび割れが顕著な桁(G6)と外観上健全な桁(G1)との

明確な差異は表れてないため，ひび割れが顕著な桁(G6)

は，外観上の劣化状況から予想されるほど耐荷性能は低

下していないものと予想される。なお，複数回計測を行

っても振動特性は変化しないため，本結果は妥当である

と考える。 

最後に，図－12に衝撃波を用いた振動計測と常時微

動計測のスペクトル解析の比較として，G1 の結果を示

す。図中の「中央」，「G2」というのは衝撃波を用い

た振動計測における錘落下位置である。この図より，１

次モードのおいては両方法ともほぼ同じ結果を示してお

り，いずれの計測方法を用いても構造物の振動特性が評

価可能であることが示された。なお，他の桁の結果につ

いても，衝撃波を用いた振動計測と常時微動計測から得

られた振動特性は同等であった。 

 

 

図－10 フーリエスペクトル(G1) 

 

図－11 フーリエスペクトル(G6) 

 

図－12 フーリエスペクトル(比較) 

 

5. 有限要素解析 

5.1 解析モデル 

 今回，劣化した橋梁の供用開始時の振動特性を推定す

るため，有限要素法による固有値解析と動的解析を行っ

た。解析には，汎用構造解析ソフト(midas Civil9))を用い

た。解析モデルは，詳細解析を目的とした 6 面体ソリッ

ドモデル(図－13)と簡易解析を目的とし，橋梁を 1 本の

梁でモデル化したフレーム（梁要素）モデル(図－14)の 2

つのモデル解析を行った。なお，後者のモデルは実務で

実施可能な解析レベルを想定している。解析に用いた材
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料特性は，昭和 53 年道路橋示方書を用いて決定した(ヤ

ング係数 Ec=3.3MPa，ポアソン比 ν=0.166667，密度

ρc=2.498t/m3)。また，モデル A の境界条件は，実際の橋

梁の支承の劣化条件等を考慮し，両端固定とした。モデ

ル B では，設計上理想的な条件を想定し，単純梁(ヒンジ

支点・ローラ支点)とした。表－1に両モデルの詳細を示

す。なお，今回の解析では試行検証としてプレストレス

及び鉄筋の影響は考慮していない。 

 

表－1 解析モデル詳細 

 モデル A モデル B 

使用要素 6 面体要素 梁要素 

要素数 62,945 146 

境界条件 両端固定梁 単純梁 

弾性係数 3.30 × 104(𝑁 𝑚𝑚2⁄ ) 

ポアソン比 0.166667 

比重 2.45 × 10−5(𝑁 𝑚𝑚3⁄ ) 

 

 

図－13 モデル A(6面体ソリッドモデル) 

 

 

図－14 モデル B(フレームモデル：断面表示) 

 

5.2 固有値解析 

 ここでは，固有値解析の結果を示す。4 次モードまで

の固有値解析を行った。図－15 にモデル A の変形モー

ドを，表－2に固有周波数を示す。 

図－15より，計測より得られた 1次モードは曲げ変形，

2 次モードはねじり変形を示していることが推定できる。

また，表－2から，2 つの結果は大きく異なっている。モ

デル Bの 1次モードは劣化した対象橋梁よりも低い値と

なっている。それに対してモデル A は 1 次モード，2 次

モードともに劣化した橋梁よりも固有周波数が高くなっ

ていることが分かった。今後は，解析モデル，境界条件，

材料定数などの各種設定による影響を建設当初の健全な

橋梁と比較するなど，詳細な検討を行う予定である。 

 

 
 

(a) 1次モード (ｂ) 2次モード 

  

(ｃ) 3次モード (ｄ) 4次モード 

図－15 変形モード 

 

表－2 固有値解析結果 

固有周波数 モデル A モデル B 

1 次モード 11.20Hz 5.53Hz 

2 次モード 18.81Hz 21.61Hz 

3 次モード 28.05Hz 28.32Hz 

4 次モード 38.28Hz 46.79Hz 

 

5.3 動的解析 

 次に，解析モデルに落下試験と同じ位置に衝撃荷重を

与えた動的解析を行った。実橋の加速度計設置箇所での

加速度を求め振動特性を整理した。ここでは，モデル A

に対して動的解析を行った。 

はじめに梁断面中央に衝撃荷重を与えた場合の解析

結果についてスペクトル解析の結果を図－16に示す。こ

の結果から，1 次モードの固有周波数 f=12.0Hz，固有周

期 T=0.083s となった。この結果は固有値解析とは多少異

なっているが，実橋梁の境界条件や材料特性および劣化

に伴う材料低下などを考慮するとほぼ同値であると考え

らえる。また，固有値解析では 18.81Hz で 2 次モードが

表れているが，動的解析結果に基づくスペクトル解析に

おいては 30.0Hz 以内では表れていない。しかし，実橋梁

の計測結果でも橋梁断面中央に衝撃荷重を与えた場合に

は，30.0Hz 以内では 2 次モードが表れていないため，本

結果は概ね妥当であると考えらえる。 

次に対象橋梁の G5 付近に衝撃荷重を与えた動的解析

の結果に基づくスペクトル解析の結果を図－17 に示す。

この結果から 1 次モードの固有周波数は，前述した橋梁

断面中央に衝撃荷重を与えた際に解析結果とほぼ同じで

あることがわかる。さらに，計測結果と同様に 2 次モー

ドの波形が表れた。この結果は固有値解析とほぼ同じ値

となったが，測定結果とは若干異なっている。この原因

も前述同様，境界条件や材料特性などが実際とは異なる
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ためであると考えられる。 

また，橋梁の耳桁 G1，G6 では他の桁と比べて加速度

が高くなっている。これは実橋梁で行った衝撃波を用い

た計測でも同じような結果が得られた。逆に，橋梁断面

中心付近である G3，G4 では 1 次モードでは加速度が大

きくなっているが，2 次モードでは加速度が小さくなっ

ていることが分かった。 

 有限要素モデルを健全な場合と仮定した際，実測結果

と解析結果から得られた固有周波数を比較すると，実測

値は解析値に比較し，低くなっていることから，本橋梁

は，供用から 27 年経過し，外観上健全な桁においても経

年劣化や ASR 劣化などの原因により，構造物性能が低下

している可能性があることが予想される。 

 

 

図－16 フーリエスペクトル(橋梁中央) 

 

図－17 フーリエスペクトル(G5) 

 

6. まとめ 

本研究では，ASR 劣化したコンクリート橋梁に対し

て衝撃荷重を用いた振動計測および常時微動計測をもと

にスペクトル解析行い，橋梁の振動特性を評価した。得

られた知見および今後の課題を以下に示す。 

(1) 両手法により得られた振動特性は同等であること

が確認でき，いずれかの方法を用いても，構造物

の振動特性を評価可能である。 

(2) 今回の計測結果からは，ひび割れが顕著な桁と外

観上健全な桁の明らかに違いは確認できなかっ

た。 

(3) 健全な構造物の振動特性が未知の場合においても

有限要素解析によりある程度推定可能であり，そ

の結果と実測の結果との比較により，劣化した構

造物の健全性評価が可能である。 

(4) 今後は，さらに多くのコンクリート橋梁の振動計

測を実施し，振動特性を利用した健全度評価法の

確立を目指す。 
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