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要旨：鉄筋コンクリートの鉄筋腐食から生じる欠陥の検査に関する現状の課題の解決するための方法として

光学的表面弾性波可視化技術に注目した。この技術を鉄筋腐食膨張の模擬実験に導入し，従来の検査方法と

の比較を行うことで実際の検査への適用を検討した。また，目視検査による結果と組み合わせることにより，

欠陥の進展を予測する方法としても活用することが可能かどうか検討した。その結果，目視検査など従来の

検査よりも鉄筋腐食が進んでいない時点でひび割れや剥離部分を検知することができ，劣化初期の段階の傾

向から劣化が進展した時点の傾向を把握することができた。 
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1．はじめに 

 コンクリート構造物の表面ひび割れやかぶりの剥離・

剥落等の欠陥に対して現在行われている目視点検は次の

ような課題を抱えている。 

1）公共事業費と土木技術者が減少しているため，目視点

検に人手をかけることが難しい。 

2）目視点検では，欠陥の見落としが生じる可能性がある。 

 これらの課題を解決する方法として，コンクリート検

査に光学的表面弾性波可視化技術 1）（以下，本技術）の導

入を検討することにした。本技術は，表面弾性波の伝搬の

様子を光学的手段により可視化することでコンクリート

表面付近の欠陥を検知する技術である。検知手法の概念

を図－1に示す。検査対象のコンクリート表面に与えた表

面弾性波が欠陥により強い散乱や減衰を受ける様子を可

視化することで，表面付近の欠陥を検知する仕組みであ

る。模擬欠陥を導入したモルタル供試体とひび割れや剥

離を有するコンクリート実構造物を対象とした欠陥検知

実験が行われ，次のような結論が得られた 1）。 

1）目視や通常の画像観察では検知できない微細なひび割

れを検知することができる。 

2）表面付近の剥離を，表面弾性波の振幅増大部分として

検知することができる。 

 しかし，経時的に発生・進展するひび割れや剥離・剥落

に対しての本技術による欠陥検出実験はされていない。

また，内部鉄筋の腐食と表面ひび割れ進展の関係に関す

る研究は数多くなされてきたたとえば，2）が，剥離に注目した

ものや，本技術を含めた欠陥を検出する技術と合わせた

考察がされているものは見当たらない。そこで，鉄筋腐食

膨張を模擬した実験を行い，膨張が進むにつれて変化す

る表面ひび割れと表面剥離の様子を，本技術と既往の検

査技術を比較し適用性を検討するとともに，構造物の現

状把握と劣化予測への活用を検討した。 

 

2．実験概要 

2.1 供試体 

 写真－1 と図－2 に供試体を示す。かぶりを 20，30 お

よび 40mm の 3 種類とし，それぞれ 3 体ずつ準備した。 

本論文では，かぶり◯mmで△体目の供試体を c◯-△と表

すことにする。たとえば，かぶり 20mm で 1 体目の供試

体は c20-1となる。寸法 400×400×150mm，鉄筋は D19を

使用した。鉄筋膨張を載荷実験により模擬できるように

するため，打設時に Φ20mmのプラスチックパイプを木製

型枠に配置し（写真－2），腐食膨張を模擬する鉄筋位置は

空洞になるようにした。 

2.2 載荷装置と載荷方法 

載荷装置を図－3に示す。膨張部分の冶具が供試体中央

付近に来るように，供試体空洞部分に位置決め治具，膨張

部分の冶具を順に挿入し，その後図－4に示すようにくさ

び角θを 3°とした押込み冶具を挿入し，上から押し込む

ことで，内部の膨張部分の半径が拡大し鉄筋腐食膨張を

模擬できる仕組み（写真－3）とし 3），押込み冶具を毎秒

*1 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 (学生会員) 

*2 （株）島津製作所 基盤技術研究所 (正会員) 

*3 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 准教授 博士（工学） (正会員)  

*4 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 教授 博士（工学） (正会員) 

図－1 表面弾性波可視化による欠陥検知の概念 1） 
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0.01mmの速度で下降させることで静的に載荷した。膨張

部分の半径拡大に伴い，供試体に膨張圧が及んで表面に

ひび割れや剥離が確認できた。 

ここで，押込み冶具のくさび角θと膨張部分の内面の

勾配は同じになるよう作成しており，膨張部分の外周部

は押込み軸と平行に膨張する。押込み冶具と膨張部分の

間には潤滑油を塗布し，静的に載荷させていることから，

膨張部分の引っかかりやずれは起こらないと考えられる

ため，膨張部分の上下で外径は変わらないと見なした。 

2.3 測定方法 

押込み変位 0.5mm ごとに載荷を止めて，表面に発生し

たひび割れ幅をクラックスケールで計測し，その後供試

体右上に設置した振動子により表面弾性波を発生させ，

その伝播の様子を供試体から約 1m離したカメラ（写真－

4）で可視化し確かめた。このカメラは微分干渉光学系を

内蔵し，照明用のレーザダイオードと CMOS イメージセ

ンサ（1920×1200画素）を用いている。今回の実験で対象

とした表面ひび割れは，供試体中央高さ付近のかぶり側

に発生した縦方向のひび割れ（腐食による軸方向ひび割

れに相当）とした。また，押込み変位から鉄筋腐食膨張率

を半径変化率として算出した（図－5）。算出式を以下の式

(1)に示す。 

𝑥 =
𝑑 𝑡𝑎𝑛𝜃

𝑟0
× 100 (1) 

 ここで，𝑥：半径変化率

（%），𝑑：押込み変位（mm），       

𝜃：くさび角（=3°），𝑟0：膨

張部分初期半径（=10mm）で

ある。 

 押込み変位が増えた終盤

にかけて，表面ひび割れ幅が縮小する様子が各供試体で

確認できた。これは，膨張部分から斜め方向に伸びるひび

割れが進展したことにより，剥離部分が外方向に押し出

されたため（図－6）と考えられ，剥離が進展していると

見なすことができる。そこで，表面ひび割れ幅が縮小した

時点で載荷を終了した。 

 また，本技術の適用性を検証するため，かぶり 40mmの
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図－3 載荷装置 
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図－4 模擬膨張発生の機構 

くさび 

角θ 

供試体 

中央高さ 

膨張部分 

の冶具 

位置 

決め 

冶具 

供試体 

振 
動 
子 

図－5 半径変化率の導出 4） 

写真－4 カメラ 

図－6 剥離部分の様子 
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供試体では，表面ひび割れや剥離に対する既往の検査方

法として目視検査，打音検査およびサーモグラフィ検査

を併せて行い，本技術による検査結果との比較を行った。 

1）目視検査：表面の様子を目視観察するとともに，表面

ひび割れ幅をクラックスケールで計測した。 

2）打音検査：ハンマー（写真－5）で表面を叩き，打撃音

の違いから剥離部分を推測した。 

3）サーモグラフィ検査：供試体表面を 30℃に設定したラ

バーヒーターで 5 分間温めた後，表面の温度分布を計測

した（写真－6）。 

 

3．実験結果および考察 

3.1 かぶり部の欠陥に対する既往の検査方法との比較 

 まず，表面ひび割れを検査する上で，音場像（表面弾性

波）と光学像（光学カメラ）の比較を行った。一例として，

c40-2の，表面ひび割れが初めて確認できた時点の結果を

図－7と写真－7に示す。実際の音場像は動画形式である

が，欠陥が確認しやすい時点で動画を停止し，静止画像化

している。音場像（図－7）では，表面ひび割れは筋のよ

うな形で確認することができ，載荷を更に増やすと光学

像（写真－7）でも表面ひび割れを確認することができた。

初めて表面ひび割れが確認できた時点での押込み変位は，

音場像のほうが光学像より 2.0mm（半径変化率に換算す

ると 1.05%）少なかった。1，3 体目でもそれぞれ 1.5mm

（0.786%），1.0mm（0.524%）少なかったことから，本技

術による検査は，目視検査よりも鉄筋の腐食膨張が小さ

い時点で表面ひび割れを検知することができると言える。

また，観察範囲が膨張部分付近のかぶりと限定的であっ

たため写真－7 の微細なひび割れを目視で発見できたが，

観察範囲が拡大すると見落としていた可能性があり，図

－7 のような音場像で見落としを前もって防ぐことがで

きることが期待できる。 

 次に，剥離部分の様子を検査する上で，音場像（表面弾

性波）・光学像（光学カメラ）・打音検査・サーモグラフィ

検査の比較を行った。一例として，c40-3 の様子を示す。

写真－6 サーモグラフィカメラ 

解像度：640×480 画素 

温度分解能：0.0035℃ 
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図－7 表面ひび割れ発生（c40-2） 

音場像（押込み変位 6.5mm） 

写真－7 表面ひび割れ発生（c40-2） 

光学像（押込み変位 8.5mm） 

1.70mm 

写真－8 表面の様子（c40-3） 

光学像＋打音（押込み変位 11.0mm） 

図－8 表面の様子（c40-3） 

音場像（押込み変位 11.0mm） 

50mm 

50mm 

50mm 
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それぞれの検査結果の違いが，剥離が進むにつれてどの

ように変わっていくのかということを明確に確認するた

め，3段階の押込み変位（11.0，12.0，14.0~15.0mm）での

様子を順に検討した。 

 押込み変位 11.0mm の様子を写真－8と図－8に示す。

図－8の赤枠円にあるように，音場像では白黒の影のよう

な形で剥離部分を確認することができたが，目視と打音

検査では剥離部分を確認することはできなかった。 

 押込み変位 12.0mmの様子を写真－9と図－9，10に示

す。図－8の音場像で確認できた剥離部分を打音検査（写

真－9，表面赤線）で確認することができたが，目視とサ

ーモグラフィ（図－9，黒枠内）では確認できなかった。

また，図－8 と図－10 を比べることで音場像から，目視

では確認できない状況でも剥離が更に進行している様子

を把握することができた。 

 押込み変位 14.0~15.0mmの様子を写真－10と図－11に

示す。押込み変位 14.0mmになると，サーモグラフィ（図

－11，黒枠内）で表面の温度差から剥離部分の形状を確認

することができた。また，押込み変位 15.0mm になると，

サーモグラフィで確認できた剥離部分の形状が目視（写

真－10，黒枠円）でも確認できるようになった。 

 打音検査とサーモグラフィ検査は目視検査よりも早く

剥離の様子を把握する上で有効であるが，音場像による

検査は更に早く剥離を把握することができた。よって，剥

離に対しても本技術による検査は早期検知が可能という

点で有効であると言える。 

以上のことから，鉄筋腐食膨張による欠陥であるひび

割れと剥離の両方に対して，本技術による検査は以下の 2

点で効果的であると結論づけられる。 

1）目視検査など従来の検査方法よりも早く欠陥を検知す

ることができるため，補修や予算等の準備期間の確保や

欠陥の進展予測に活用することができると考えられる。 

2）伝播動画で欠陥を検知できるため，欠陥の場所を特定

できるほか，見落としを防ぐことができる。 

 

写真－9 表面の様子（c40-3） 

光学像＋打音（押し込み変位 12.0mm） 

図－9 表面の様子（c40-3） 

サーモグラフィ（押し込み変位 12.0mm） 

図－10 表面の様子（c40-3） 

音場像（押し込み変位 12.0mm） 

50mm 

150mm 

50mm 

写真－10 表面の様子（c40-3） 

光学像＋打音（押し込み変位 15.0mm） 

図－11 表面の様子（c40-3） 

サーモグラフィ（押し込み変位 14.0mm） 

150mm 

50mm 
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3.2 微小なひび割れに注目した表面ひび割れ幅の進展

予測 

 3.1で記した，早く欠陥を検知できる性質をどのように

劣化予測に活用できるかを検討するため，式(1)に示した

半径変化率と表面ひび割れ幅の関係に着目した。両者の

関係はこれまでの研究 2）から指数近似とし，今回考察を

行う劣化曲線とする。かぶり 20，30および 40mmの結果

をそれぞれ図－12，13，14 に示す。図中の青，赤，緑線

は，それぞれの供試体 1，2，3 体目の結果である。ここ

で，音場像でのみ確認することができる微細なひび割れ

の幅はクラックスケールで計測できないため，簡易マイ

クロスコープでひび割れ部を拡大し，幅を算出した。その

結果，音場像でのみ確認できる微細なひび割れの幅は

0.02mmとしてグラフに組み入れた。クラックスケールを

用いた従来の目視検査では，確認することができるひび

割れは幅 0.05mm 以上のものに限られることが一般的だ

が，音場像により幅 0.02mmのものを新たに発見すること

ができるため，幅 0.02mmのひび割れ検査結果を劣化予測

に活用する方法について検討する。今回の研究では，幅

0.02mm のひび割れが初めて確認できた時点から，幅

0.05mm のひび割れが初めて確認できた時点までの半径

変化率の増加量に注目した。 

かぶり 20mm（図－12）では，半径変化率の増加量（表

－1）は 2，3 体目に比べて 1 体目が半分ほどと小さくな

った。増加量が小さい 1体目の幅 0.05mm以上の区間にお

ける劣化曲線の勾配が 2，3体目に比べて大きくなってい

ることから，半径変化率の増加量は劣化曲線の勾配に影

響を与えていると考えられる。また，似たような劣化曲線

である 2，3 体目を比べると，幅 0.02mmのひび割れを早

く確認できた 2体目は，3体目に比べて小さい半径変化率

の時点でひび割れ幅が拡大しており，半径変化率の増加

量は劣化曲線の左右移動にも影響していると考えられる。 

 かぶり 30mm（図－13）では，半径変化率の増加量（表

－2）は 1，3 体目に比べて 2 体目が半分ほどと小さくな

表－1 半径変化率の増加量（かぶり 20mm） 

 半径変化率（%） 

幅 0.02mm 

初確認時 

幅 0.05mm 

初確認時 
増加量 

1体目 0.786 2.10 1.31 

2体目 0.524 2.88 2.36 

3体目 1.31 3.93 2.62 

表－2 半径変化率の増加量（かぶり 30mm） 

 半径変化率（%） 

幅 0.02mm 

初確認時 

幅 0.05mm 

初確認時 
増加量 

1体目 2.88 4.72 1.84 

2体目 1.83 2.62 0.79 

3体目 2.10 3.93 1.83 

表－3 半径変化率の増加量（かぶり 40mm） 

 半径変化率（%） 

幅 0.02mm 

初確認時 

幅 0.05mm 

初確認時 
増加量 

1体目 3.93 4.72 0.786 

2体目 3.41 4.45 1.04 

3体目 3.41 3.93 0.524 
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図－12 表面ひび割れ幅の進展（かぶり 20mm） 図－13 表面ひび割れ幅の進展（かぶり 30mm） 

図－14 表面ひび割れ幅の進展（かぶり 40mm） 
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った。増加量が小さい 2体目の幅 0.05mm以上の区間にお

ける劣化曲線の勾配が 1，3体目に比べて大きくなってい

ることから，かぶり 20mm の場合と同様に，半径変化率

の増加量は劣化曲線の勾配に影響を与えていると考えら

れる。また，かぶり 30mmの場合でも，幅 0.02mmのひび

割れを早く確認できた供試体ほど，半径変化率が小さい

時点でひび割れが拡大していた。 

 かぶり 40mm（図－14）では，3体の供試体間に半径変

化率の増加量（表－3）の差は見られず，3 体とも似た形

状の劣化曲線になった。かぶり 40mm の場合では，幅

0.02mmのひび割れを早く確認でき，半径変化率の増加量

が小さかった供試体ほど，半径変化率が小さい時点でひ

び割れが拡大していた。 

 以上のことから，幅 0.02mmのひび割れが初めて確認で

きた時点から幅 0.05mm のひび割れが初めて確認できた

時点までの半径変化率の増加量について，以下の 2 点が

得られる。 

1）この増加量と，幅 0.02mm のひび割れが初めて確認で

きるタイミングは，劣化曲線の勾配と横軸（半径変化率）

方向の移動に影響を与える。 

2）この増加量は，かぶりが小さいほど大きくなる傾向に

ある。 

 1）での，半径変化率の増加量や幅 0.02mm のひび割れ

が初めて確認できるタイミングを実構造物の場合に置き

換えると，音場像により初めてひび割れが確認できた時

点と目視検査により初めてひび割れが確認できた時点に

おける，供用開始からの経過年数を指し示す。つまり，幅

0.05mm 以下のひび割れに対して音場像による検査と目

視検査を組み合わせて実施することで，以降の劣化曲線

の勾配を推測することができ，劣化初期の段階での劣化

予測構築に本技術は大きく寄与するものと考えられる。 

 2）からは，かぶりが小さいほど，音場像により初めて

ひび割れが確認できてから目視検査でひび割れが確認で

きるまでの時間が長くなるということが言える。これは，

かぶりが小さいほど表面剥離ひび割れの進展が早くなる

ぶん，軸方向ひび割れの拡大が抑えられるためであると

考えられる（図－15）。音場像による検査でも目視検査で

も，ひび割れが初めて確認できる時点での半径変化率は

かぶりが小さいほど小さくなっており，またその供試体

ごとのばらつきは，かぶりが小さいほど大きくなってい

る（表－1～3）。このことから，かぶりが小さい場合ほど

目視検査でひび割れを確認

できた時点で表面剥離ひび

割れが大きく進展している

危険性があるため，幅

0.02mm の時点から本技術

による検査で軸方向ひび割

れの進展具合を確かめるこ

とは，表面剥離ひび割れの

進展具合を推測するという点で重要である。 

 

4．結論 

（1）本技術は伝播動画の形式で，従来の検査方法よりも

早く欠陥を検知することができる。ひび割れと剥離を両

方とも検知でき，補修や予算等の準備期間の確保や欠陥

の進展予測への活用や，欠陥の場所の特定や見落としの

防止が可能になる。 

（2）目視検査と併行することにより，劣化初期の段階に

おいて，今後の劣化予測の傾向と表面剥離ひび割れの進

展具合を把握することができる。かぶりが小さい場合は

供試体ごとのばらつきが大きく，表面剥離ひび割れの進

展が早い傾向にあるため，適用性が特に大きくなる。 
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