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要旨：鉄筋腐食による劣化が構造物表面に顕在化すると，構造物の耐久性は急激に低下するとされているた

め，劣化が顕在化する以前の早期段階で鉄筋腐食を評価する手法が求められている。本研究では，鉄筋腐食

を電食試験で模擬的に発生させ，超音波法および AE 法によって継続的にモニタリングを行った。その結果，

超音波パラメータは増加後，減少する傾向が確認され，パラメータの変化が生じた際に AE パラメータによ

って内部ひび割れの発生の可能性が示され，鉄筋腐食を超音波法によって評価できる可能性が示唆された。 
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1. はじめに 

 海岸線や寒冷地に建設されている鉄筋コンクリート

(以下，RC と称す)構造物において，塩害による鉄筋腐食

が深刻な問題として挙げられる。塩害による劣化の進行

は潜伏期，進展期，加速期，劣化期の 4 ステージに分類

され，腐食による劣化が視認される段階である加速期に

達すると，構造物の耐久性は急激に低下すると言われて

いる 1)。近年、道路橋等では 5 年に一度の近接目視が義

務化されてはいるものの，表面の劣化のみを評価するの

が大半で内部の状況は実際にはつりを行わなければ，判

断できないのが現状である。そのため，潜伏期や進展期

といった鉄筋腐食の早期段階で鉄筋腐食を早期発見する

ための研究が進められている。RC 内部の腐食の評価方

法としては自然電位法が一般的だが，自然電位法は鉄筋

腐食の可能性を評価するのが主であるため，実際の腐食

状況と異なることが報告されている。そのため，様々な

非破壊試験によって鉄筋腐食の評価方法や内部状況を把

握する手法について検討が進められている 2)，3)。 

 本研究では，これまで超音波法を用いた鉄筋腐食の評

価手法について研究を進めてきた 4)，5)。その結果，コン

クリート表面にひび割れが目視確認される以前において，

内部ひび割れが発生した際に超音波パラメータは減少傾

向に転じている可能性が高いことが実験的に確認された。

これは鉄筋腐食で約 2％の質量減少率の段階であったた

め，より早期段階の RC 内部の変状を捉えることが必要

であると考えられる。また，超音波パラメータの変化の

要因についても，腐食の進行により生じているのかは明

らかになっていない。 

そこで，本研究では電食試験により鉄筋腐食を促進さ

せ，超音波法の表面法を適用して，鉄筋腐食による変状

をモニタリングし，評価を行った。また，内部ひび割れ

の状況を確認する方法として，欠陥などの進展に伴い生

じる弾性波を取得し，評価する方法であるアコースティ

ック・エミッション法(以下，AE 法と称す)を併用して，

鉄筋腐食による劣化の進展を評価した。 

 

2. 実験概要 

2.1 供試体 

 コンクリートの配合，フレッシュ性状および伝搬速度

を表-1に示す。コンクリートは W/C55％とし，使用材料

としてセメントは早強セメントを，骨材は徳島県産の砕

石砕砂を使用した。供試体は，100×100×400mm の角柱

供試体を用い，D13 鉄筋を底面からのかぶり 30mm の位

置に1本配筋したものを3体作製した。供試体は脱型後，

14 日間の湿布養生を実施した。養生終了後，コンクリー

トの含水状態の違いが超音波法の測定結果に及ぼす影響

を除去するために，高周波容量式のモルタル・コンクリ

ート水分計にて，コンクリート表面 3 箇所を測定し，表

面含水率の平均値が 10±1.0%を満足するまで，温度 20℃，

湿度 60%の恒温室内に静置した。 
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表-1 配合表，フレッシュ性状および伝搬速度 

W/C

(%)

s/a

(%)

単位量(kg/m3) フレッシュ性状 伝搬速度(m/sec)

W C S G
混和剤 スランプ

(cm)

空気量
(％)

コンク
リート

鉄筋
WRA AEA

55 45.7 175 318 791 940 2.51 0.0094 11.5 5.5 4121 5161
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また，使用するコンクリートおよび鉄筋の伝搬速度を

把握するためにコンクリートはφ100×200mm の円柱供

試体を，鉄筋は長さ約 400mmのD13鉄筋を 3体用いて，

電食試験開始材齢において伝搬速度の測定を行った。 

2.2 電食試験 

 電食試験は陽極を D13 鉄筋，陰極を銅板とし，濃度 5%

の NaCl 水溶液に供試体を底面からの厚さ 20mm 程度ま

で浸漬させた状態で，電流密度 2A/m2の定電流を通電さ

せた。本実験では，通電を 5 日間行った後，表面含水率

10±1.0%を満足する間の数日間，恒温室内の気中にて供

試体を乾燥させ，乾燥後，超音波法による測定を行った。 

2.3 超音波法 

本研究では，送信側探触子，受信側探触子(探触子直

径：30mm)を同一面に配置する表面法を適用して測定を

行った。測定は，測定面を供試体底面（NaCl 水溶液浸漬

側）とし，鉄筋直上に探触子を配置して行うが，その際，

測定手法を 2 パターン設け，それぞれで測定を行った。

測定手法の概要図を図-1に示す。測定範囲は供試体底面

の長さ方向の中心 300mm を対象に測定を実施した。パ

ターン 1 では送信側探触子を供試体端面から 50mm の位

置に設置し，受信側探触子との探触子間距離を 50，100，

150，200，250，300mm と延ばしていく手法にて，計 6 測

点で測定を行った。パターン 1 は広い範囲での鉄筋腐食

に伴う変状を評価可能かについて検討した。パターン 2

では探触子間距離を 50mm で固定とし，1 測点の計測ご

とに両探触子を 50mm 移動させる手法にて，計 6 測点で

測定を行った。パターン 2 は探触子直下での鉄筋腐食に

伴う変状について評価を行った。測定は入力電圧 400V，

入力周波数 200kHz で行い，サンプリング周期 10MHz で

波形データを記録し，得られた波形データを分析した。 

2.4 AE法 

 AE 法は，外的要因により材料内部から発生する弾性

波が材料内部を伝搬し，表面に設置した AE センサによ

って電気信号に変換され，その後，増幅器により信号を

増幅させ，帯域通過型フィルタでろ過された信号を検出

する 6)。この検出された AE 信号を解析し，鉄筋腐食に

よる劣化の進展を評価する。 

本研究では，作製した RC 供試体 3 体のうち 1 体の供

試体に AE 法を適用した。写真-1に示すように，測定面

（底面）の逆側，打設面に 150kHz 共振型の AE センサ 4

つを 100mm 間隔で直線的に設置した。AE センサを設置

する際は，凹凸を無くすために，設置位置を研磨した上

で，長時間接着するようにエレクトロンワックスで固定

した。AE 計測は，通電期間中，連続的に行い，乾燥時お

よび超音波の計測時は計測を停止させた。なお，信号を

検出する閾値は 40dB とした。 

2.5 評価方法 

(1) 超音波パラメータ 

 図-2に示すような波形データを解析し，本研究では見

かけの伝搬速度，波形エネルギー，Q 値で鉄筋腐食の評

価を行った。 

図-1 超音波法の測定手法 
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見かけの伝搬速度は各探触子間距離で伝搬距離を推

定したうえで，波形の初動到達時間で伝搬距離を除した

ものとした。初動到達時間はピーク法を用い，波形の初

動のピーク時間を目視で読み取った。伝搬経路は図-3に

示すように，鉄筋面を伝搬する経路とし，伝搬距離は原

田ら 4)の研究をもとに推定した。推定した伝搬距離は表

-2に示す通りである。 

 波形エネルギーは，波形の面積を積分的に算出したも

ので，算出範囲はパターン 1 では，探触子間距離が延び

るに従い，波形の初動付近が減衰して優位な差が見られ

ないと考え，初動～底面からの反射波の到達時間までと

し，パターン 2 では，初動～30μs までとした。底面か

らの反射波の到達時間の推定値は表-2 に示す通りであ

る。 

 Q 値とは，速度やエネルギーといった指標とは異なり，

入力周波数の影響を受けにくい指標といわれており，一

般的にQ値が低下すると劣化が進行していると考えられ

ている。算出方法は塩谷らが考案したスペクトル比によ

る手法 7)にて行った。Q 値は，スペクトル比と関係があ

り，スペクトル比は対数をとると，周波数と線形の関係

を示すとされている。そして，そのグラフの傾き𝑎と Q 値

は式(1)で表すことができる。ここで，𝑎はスペクトル比

の対数の傾き，𝑉𝑝はコンクリートの伝搬速度，∆𝑑は伝搬

距離の差を表す。また，Q 値の算出に必要な距離差は探

触子間距離 50mm を基準とし，各探触子間距離との差を

距離差とした。そのため，同一探触子間距離で測定して

いるパターン 2 では Q 値の算出は行っていない。 

𝑄 =
𝜋

𝑉𝑝 𝑎
∆𝑑              (1) 

(2) AEパラメータ 

 得られた AE 信号は，累積 AE ヒット数，RA 値，平均

周波数，振幅および b 値といった指標を用い，鉄筋腐食

の進展について評価を行った。 

累積 AE ヒット数とは，測定中に検出された AE 信号

を累積したもので，ひび割れ等の発生時には多数の信号

が取得されることが推測できる。 

RA 値と平均周波数は，ひび割れを識別するのに用い

られており，RA 値が大きく，平均周波数が小さい場合は

「せん断型」，逆の場合は「引張型」のひび割れだとされ

ている。鉄筋腐食において発生するひび割れの識別が必

要かは不明だが，腐食の進行やひび割れが発生した際に

は，RA 値と平均周波数は何らかの挙動を見せると推測

できる。 

振幅は，AE を発生させる様々な事象がセンサに与え

る振動の大きさである。また，振幅分布に着目すれば，

どのような破壊現象が卓越しているかを判別することも

可能となる。その指標として b 値という指標が扱われて

いる。AE の発生総数 N と振幅 a は式(2)のような関係が

あり，b 値は式(2)の傾きを表す。b 値が小さくなれば大

きな破壊現象が卓越し，b 値が大きくなれば小さな破壊

現象が卓越していることを示す。 

𝐿𝑜𝑔 𝑁 = 𝛼 − 𝑏 𝐿𝑜𝑔 𝑎   (2) 

 

3. 実験結果 

3.1 供試体外観 

 本実験における供試体の通電期間 25 日目および通電

期間 30 日目の外観を写真-2 に示す。各供試体で，測定

面でひび割れが明確に確認されたのは，25 日目以降であ

り，その後，徐々にひび割れは鉄筋軸方向に拡大した。

そのため，推測では 25 サイクル目以降は，超音波パラメ

ータは初期値より小さくなることが予想される。 

表-2 推定伝搬距離 

探触子
中心間距離

(mm)

推定
伝搬距離

(mm)

底面からの反射波

推定距離
(mm)

到達推定時間
(μs)

50 81.23 211.8 51.4

100 131.23 241.42 58.58

150 181.23 280.28 68.01

200 231.23 323.61 78.53

250 281.23 369.26 89.6

300 331.23 416.23 101.01

写真-2 供試体外観 

供試体 No.1(AE法実施) 供試体 No.2 供試体 No.3

通
電
25

日
目

通
電
30

日
目

ひび割れ
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3.2 超音波パラメータ 

(1) パターン 1 

パターン 1では，計 6測点の内，探触子間距離 100mm，

200mm，300mm の結果を示す。見かけの伝搬速度および

波形エネルギーは初期値との比を算出した。 

図-4に見かけの伝搬速度の算出結果を示す。見かけの

伝搬速度は，すべての供試体でひび割れが視認される以

前の段階である通電期間の 10～15 日までに初期値から

3～5%程度増加した後に減少傾向に転じた。見かけの伝

搬速度の減少は供試体表面にひび割れが確認できた通電

期間 25 日以降でも，初期値より大きく下回ると推察し

ていたが，ほとんどの供試体で数%の減少にとどまる結

果となった。 

次に，図-5に波形エネルギーの結果を示す。波形エネ

ルギーも同様に増加後，減少する傾向が確認できた。し

かしながら，見かけの伝搬速度の数%の変動とは異なり，

数 10%の増加が確認でき，鉄筋腐食の進行に伴い初期値

と大きな差が生じることが確認できた。これは，伝搬速

度という指標は超音波が到達したことのみを評価してい

るためだと考えられる。しかしながら，見かけの伝搬速

度は減少傾向に転じて以降，減少し続けるのに対し，波

形エネルギーは減少後，増加し，再び減少するなど，不

安定な傾向が確認された。これは，ひび割れによる減衰

と境界部からの反射が混在する影響だと考えている。 

図-6 に Q 値の算出結果を示す。Q 値も他の指標と同

様に増加後，減少する傾向が確認できた。また，他の評

価指標に比べ，供試体表面にひび割れが確認された時点

で，すべての供試体で初期値よりも減少しており，正確

に劣化の発生を評価していると考えられ，このことから，

Q 値は鉄筋腐食の評価に適用できる可能性が示唆された。 

(2) パターン 2 

 パターン 2 の結果は計 6 測点の内，測点 2，測点 3，測

点 5 の結果を示す。図-7に見かけの伝搬速度の結果，図

-8 に波形エネルギーの結果を示す。見かけの伝搬速度，

波形エネルギーの結果は，パターン 1 に比べ，明確に増

加後減少する傾向が確認できなかった。また，両パラメ

ータの結果を比較すると，伝搬速度に比べ，波形エネル

ギーの減少時期が遅いことなど，供試体や測点によって

結果のバラつきが大きいことが確認できた。これらの原

因について理由は明らかではないが，骨材面での反射や

図-4 パターン 1における見かけの伝搬速度 
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図-5 パターン 1における波形エネルギー 
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ひび割れによる伝搬経路の変化などが影響していると考

えている。  

3.3 AEパラメータ 

(1) 累積 AEヒット数 

 供試体 No.1 で通電中に各 AE センサで記録された AE

ヒット数の累積値を図-9に示す。累積 AE ヒット数はす

べてのセンサで計測期間の 10 日付近まで緩やかな増加

を示し，10～20 日の間に突発的な AE ヒット数の増加が

数回確認され，25 日付近で急激に AE ヒット数が増加し

た。これらの結果を川崎らの報告 8)と比較すると，10 日

付近までが腐食生成物の生成過程であり，それ以降にひ

び割れが発生したと推察される。その結果を踏まえると，

超音波パラメータにおける増加傾向は，腐食生成物の生

成過程を評価していると考えられ，10～20 日において

AE ヒット数の増加が確認できることから，超音波パラ

メータの低下は内部ひび割れによるものと示唆される。

そこで，以下の（2），（3）項で内部ひび割れ発生の可能

性について検討した。 

(2) RA値と平均周波数の関係 

 図-10に RA 値と平均周波数の関係を示す。RA 値と平

均周波数は取得されたデータ点数が多いため，母数 100

で移動平均を行い，傾向を確認した。結果を見ると，累

積AEヒット数が緩やかに増加している 4日付近までRA

値と平均周波数は同様の傾向を示し，15 日付近までは，

多少の増減はしたものの，RA 値は増加し，平均周波数は

ほぼ横ばいといった傾向を示した。そして，20 日付近に

おいては逆に RA 値が減少し，平均周波数が増加すると

いった異なる傾向が確認でき，25 日付近以降は両パラメ

図-7 パターン 2における見かけの伝搬速度 
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図-8 パターン 2における波形エネルギー 
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図-9 各 AEセンサにおける累積 AEヒット数 
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図-10 RA値と平均周波数の関係 
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ータともに増減を繰り返した。川崎らの報告 8)によれば，

表面に達するほどのひび割れが生成される場合，RA 値

が大きく，平均周波数の小さい，せん断型のひび割れが

増加するとされており，本結果における 25 日付近の傾

向はせん断型のひび割れによるものだと考えられる。ま

た，内部ひび割れが発生したと推測される 10～20 日付

近において RA 値，平均周波数の変動には二つの傾向が

確認できたことから，ひび割れの進展形態は一様でない

可能性が示された。 

(3) 振幅および b値 

 図-11 に AE で得られた信号の振幅の経時変化および

累積 AE ヒット数の変化をもとに，任意の範囲で算出し

た b 値を示す。振幅は RA 値と平均周波数の結果と同様

に，母数 100 で移動平均を行った。振幅は，15 日付近ま

で，増減を繰り返し，15 日以降に急激に振幅が増加し，

21～25 日付近で最も大きい振幅が確認でき，ひび割れが

目視確認された時期とほぼ一致していた。内部ひび割れ

の発生時期については，超音波パラメータの結果では 15

日付近であると考えているが，その付近の振幅は 0～10

日付近の振幅とほぼ同等であり，振幅だけの判断は難し

い。そこで，b 値に着目すると，6～12 日の b 値から 12

日以降の b 値は小さくなっていることが確認でき，規模

の大きい破壊現象が生じている可能性が示唆され，内部

ひび割れがその時点で発生していると考えられる。また，

10 日付近までの AE振幅の増減は腐食生成物の生成に伴

うものと考えられ，それらの影響が超音波パラメータの

増加傾向に表れたと考えられる。 

 

4. まとめ 

 本研究では，鉄筋腐食の早期発見を目指し，電食試験

によって鉄筋腐食を模擬的に発生させ，超音波法および

AE 法によって継続的にモニタリングを実施し，超音波

パラメータおよび AE パラメータによって鉄筋腐食過程

の評価を行った。以下に得られた知見を示す。 

(1) 超音波パラメータは鉄筋腐食の進行に伴い，すべて

の指標で，増加後，減少するといった一定の傾向を

示した。見かけの伝搬速度の変動値は小さいが，波

形エネルギーや Q 値では変動値が大きく，特に Q

値はすべての供試体でひび割れ顕在化以降に初期

値より小さくなることが確認できた。 

(2) AE パラメータは，鉄筋腐食の進行に伴い，AE ヒッ

ト数の急激な増加，振幅の増加などといった挙動を

示し，鉄筋腐食の進展過程を評価することができた。 

(3) 超音波パラメータとAEパラメータの結果を比較す

ると，両パラメータの変化の発生時期には相関が見

られ，超音波パラメータの増加傾向は腐食生成物の

生成過程，減少傾向は内部ひび割れにより生じてい

る可能性が示唆された。 
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