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要旨：近年，塩害による鉄筋腐食や活荷重による構造損傷など，橋梁の劣化が問題となっている。こういった

劣化を非破壊で評価することを目的として，固有振動数の変化に着目する手法が研究されているが，その手

法は確立されているとは言えず，いまだ基礎データの蓄積が必要な段階にある。そこで本研究では，RC 供試

体を対象に塩害や過積載による損傷をそれぞれ模擬した条件下で衝撃振動試験を行い，腐食や載荷による損

傷と振動特性との関係性について検討した。またその結果をもとに，有限要素解析により鉄筋腐食による損

傷をモデリングする一手法を提案した。 
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1. はじめに 

我が国には約 70 万橋の橋梁が存在し，その多くは高

度経済成長期に建設され 1)，現在老朽化が深刻化してい

る。劣化の要因は様々に存在するが，その中でも特に塩

害は四方を海に囲まれる我が国において主な老朽化の要

因として挙げられる。それに加え，建設当初には想定さ

れていなかった自動車荷重の質的・量的増大，特に過積

載による劣化も近年問題視されてきている。 

平成 26 年 7 月に適切な点検，維持管理のために国土

交通省により橋梁定期点検要領や道路橋定期点検要領な

どが施行され，それらでは近接目視および打音検査が定

められている。しかしこのような点検手法では点検員に

よって判定がばらつくという主観性，非定量性が問題と

なる。また，外観判定のため，塩害による鉄筋腐食や，

過積載車両による内部クラックの増加などを評価するこ

とは難しい。しかし一方で，これらの劣化によって低下

した強度を適切に判断できなければ，重大な事故を引き

起こす可能性がある。したがって，RC 構造物の内部鉄筋

の腐食による損傷を的確に評価し，維持・補修を効率的

に行うことが重要である。 

このような問題を解決するため，これまでに構造物の損

傷評価手法が様々な提案されてきた。本研究はその中でも

構造物の 1 次曲げの固有振動数の変化に着目する。劣化が

進行すると剛性が低下するために固有振動数が低下する

ということを利用して損傷を評価する手法であり，これま

でに数多くの研究が行われている 2), 3)。 

それらの研究で固有振動数を利用することの有効性

は示されつつも，しかし一方で，腐食や載荷による損傷が

固有振動数に与える影響や関係性について十分に研究さ

れておらず，確立されているとは言えない。すなわち，い
 

 

図－1 供試体寸法 

 

まだ基礎データの蓄積が必要な段階にある。そうした状況

を踏まえ本研究では， RC 供試体を対象に塩害や過積載に

よる損傷をそれぞれ模擬した条件下で衝撃振動試験を行

い，腐食や載荷による損傷と振動特性との関係性について

検討した。またその結果をもとに，有限要素解析により鉄

筋腐食による動弾性係数などの性能低下を評価する手法

を提案した。 

 

2. 実験概要 

2.1 供試体概要 

本研究では，図－1 に示すような 150mm×100mm の長方形

断面を有する長さ 800mmのRC 供試体を 4 体作成した。実

供試体と比較すると寸法は小さいが，本研究は損傷が振動特

性に与える影響を調べることを目的としており，それについ

ては満たすことができる。本供試体の鉄筋比は 1.6%であり、

主鉄筋としては長さ 900mm の D16 をかぶりが 30mm とな

るように配置し，両端に 50mm ずつはみ出させ直線定着と

した。そして打設後，14 日間気中養生を行った。腐食の有

無が振動特性に与える影響について検討するため，4 体作

成した供試体のうち 2 体は電食させ，2 体は電食させない

こととした．電食させる 2 体の供試体については，鉄筋端

部に通電用にリード線を接合し，また 3%のクエン酸水素二 
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表－1 配合比 

 

表－2 コンクリートの材料特性 

 

 

図－2 電食試験，載荷試験と固有振動数測定の 

フローチャート 

 

アンモニウム溶液に室温 40℃で 3日間浸し鉄筋表面の不動

態皮膜を十分に剥がした。以下では，電食試験を実施する

供試体 2 本を S－1，S－2，実施しない供試体 2 本を N－

1，N－2 とする。なおコンクリートの配合は表－1 に示

す通りであるが，S－1，S－2 については 10kg/m3の塩化

ナトリウムについても配合した 4)。また，円柱供試体の

試験，および超音波試験により調べた材料特性を表－2

に示す。塩化ナトリウムを練りこんでいる配合と練りこ

んでいない配合では材料特性に大きな差がないこともこ

のように確認できている。 

 

2.2 実験概要 

 本節では，RC 供試体の腐食や載荷による損傷と固有

振動数の関係を示すことを目的として行った実験の概要

を示す。フローチャートを図－2 に示す。 

S－1，S－2 については腐食損傷の進展が固有振動数に与

える影響をとらえるため，電食試験を行いながら段階的

に固有振動数を計測する。具体的には，S－1，S－2 供試

体をまず 168 時間通電し，そして 48 時間室温 20℃で乾

燥させ固有振動数の測定を行った。以降，48 時間通電， 

図－3 電食試験装置 

 

48 時間室温 20℃で乾燥という繰り返しを，総通電時間が

696 時間になるまで繰り返した。なお乾燥させる目的は，

固有振動数の比較にあたって，重量を持つため固有振動

数を変化させるパラメータである内部の水分の条件を統

一したかったためである。また，48 時間乾燥させれば固

有振動数は収束することも確認している。 

 それに加えて，載荷による損傷が固有振動数に与える

影響を調べる。N－1，N－2 については腐食をさせない

状態で，S－1，S－2 については 696 時間通電した後で，

4 点曲げ試験を行い，徐々に載荷荷重を上げていき，そ

の過程でどのように固有振動数が変化するか調べた。具

体的には，まず 6kN まで載荷した後に除荷して固有振動

数を計測した。次いで，12kN まで載荷した後に除荷して

固有振動数を計測する，というように 6kN ずつ段階的に

載荷荷重を上げていき最終的に破壊するまで損傷を進行

させた。  

(1) 電食試験による腐食損傷の生成 

 コンクリート内部の鉄筋を腐食を促進させるため，S

－1，S－2 の主鉄筋に電食を施した。電食装置の概要を

図－3 に示す。電食試験では海水を模擬した 3%の NaCl

水溶液を浸した断面 300mm×250mm，奥行 1100mm の水

槽内に供試体を置き，それを取り囲むようにステンレス

板を設置した。そして，ステンレス板と直流安定化電源

の陰極をリード線で接続し，供試体内部の主鉄筋から出

ているリード線を同電源の陽極に接続し，0.38A の直流

電流を印加した。これは既往の実験 5)に基づいて，主鉄

筋表面当たり，0.85mA/cm2の電流密度となるように算定

したものである。 

理論発錆量 P は総電荷量を Q，電流を I，通電時間を

T，鉄の電気化学的当量を F=0.289mg/C とすると，以下

の式(1) ，式(2)により求めることができる 4)。 

ITQ                     (1) 

FQP                    (2) 

 鉄筋腐食は鉄筋の有効断面を減少させ，また腐食膨張

は鉄筋近傍のコンクリートに内部ひび割れを生じさせる

ため構造的な剛性が低下し，固有振動数を低下させると

考えられる。上述のようにまず 168 時間通電し，固有振 

直流安定化電源
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図－4 載荷試験装置 

 

図－5 荷重変位曲線 

 

動数を計測し，そして以降 48 時間の通電ごとに固有振

動数を計測するという繰り返しを行い，合計 12 回，総通

電時間が 696 時間になるまで計測した。 

 (2) 載荷による損傷の生成 

 N－1，N－2，S－1，S－2 の 4 体の供試体について，

活荷重による損傷を模擬するため図－4 に示すような 4

点曲げ試験を行った。図に示すように支承間距離を

600mm，載荷点間距離を 175mm とし，丸鋼を供試体中心

から 87.5mm ずつの等間隔の位置に設置し支点とした。

試験では，油圧ジャッキとフレームの間に生じる反力を

利用し，供試体への載荷を行うこととし，載荷荷重はロ

ードセルによって測定した。また，同時に載荷による供

試体のたわみを測定するため，5mm まで測定可能な変位

計も使用した。 

 載荷損傷による固有振動数の影響を段階的に計測するこ

とを目的として，載荷と除荷を載荷荷重を上げながらRC供

試体が破壊するまで繰り返した。N－1，N－2 供試体は最終

的にはそれぞれ 54kN，66kN まで合計 9 回，11 回の， S－

1，S－2 供試体は最終的には 60kN まで合計 10 回の計測を

行った。その後供試体を観察した結果，鉄筋のわずかな曲

げは確認されたが，付着切れによるすべりは確認されなか

った。全供試体の荷重変位曲線を図―5に，N－1，S－1 の

ひび割れ図をそれぞれ図―6(a),(b)に示す。 

(3) 固有振動数の測定 

 本研究では図－7 に示すような装置を用いて，N－

1，N－2，S－1，S－2 の 4 体の供試体の固有振動数を

計測した。計測にあたっては，支点間距離を 700mm と 

 

(a) N－1 

 

 (b) S－1 

図－6 ひび割れ図 

 

図－7 固有振動数の測定 

 

した。なお温度変化による測定誤差を考慮し，試験は

20℃の一定温度に保たれた実験室内で行っている。 

図－7 に示すように，計測にあたっては加速度センサを

7 つ設置している。加速度センサとしては昭和測器株式会

社の圧電型加速度センサ MODEL2304A を用いた。加速度

センサで生じた電荷はアンプ内蔵電源，A/D コンバータ

（A/D 変換速度 2μ 秒，最大サンプリング周波数 160kHz，

A/D 変換分解能 16bits）を通してパソコンに記録されると

いう仕組みになっている。なおここではサンプリング周波

数は 20kHz とし，FIR フィルタを適用している。本研究で

は、このような供試体に対して、鉛直方向にハンマー打撃

することで生じる鉛直方向振動を加速度センサで計測し、

その波形を高速フーリエ変換することで固有振動数を求

めることとした。 
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(a) N－1加速度波形 

 

(b) N－2加速度波形 

図－8 実験で得た加速度波形 

 

3. 実験結果 

3.1 初期固有振動数の計測 

 実験により得られた供試体 N－1，N－2 中央の加速度

波形をそれぞれ図－8(a),(b)に示す。また，得られた加速

度波形に対してフーリエ変換を行ったものをそれぞれ図

－9(a),(b)に示す。2 体の供試体の卓越周波数はそれぞれ

505.40Hz，522.50Hz であった。また，4 章で詳細は述べ

る本供試体の有限要素モデルについて固有値解析を行う

と，曲げ 1 次の固有振動数は 526.97Hz であった。したが

って，両者は近い値となっており，よって本供試体の

505.40Hz，522.50Hz といった卓越振動数は曲げ 1 次の固

有振動数と推定できる。 

 なお，実橋梁の曲げ 1 次の固有振動数は一般的に

100Hz 以下であり，本研究で扱う範囲と異なるが，巨視

的な弾性係数の変化により固有振動数が低下するという

メカニズムは共通していると考えられるため，ここでは

このような実験を行っている。 

 

3.2 理論発錆量と固有振動数の関係 

 S－1，S－2 供試体について，2.2(1)に示したように腐

食を進行させながら固有振動数を計測した結果，理論発

錆量と固有振動数の間に図－10 に示すような関係を得

ることができた。このように，測定データのばらつきは

あるものの RC 供試体の内部鉄筋腐食が進めば固有振動

数が低下することを実験的に確認した。 

 

(a) N－1卓越周波数 

 

(b) N－2卓越周波数 

図－9 フーリエ変換後の波形 

 

図－10 理論発生量と固有振動数の関係 

 

 固有振動数は質量と剛性により決定されるが，鉄筋腐食

は鉄筋の有効断面を減少させ，また腐食膨張は鉄筋近傍の

コンクリートに内部ひび割れを生じさせるため構造的な剛

性が低下し，それが固有振動数を低下させたと考えられる。 

 

3.3 載荷による損傷程度と固有振動数の関係 

ここでは健全供試体 N－1，N－2 と腐食供試体 S－1，

S－2 の各供試体について，2.2(2)に示したような載荷試

験を行い損傷を与え，載荷荷重と固有振動数との関係を

調べた。健全供試体，腐食供試体ごとにそれぞれ結果を

次ページの図－11，図－12 に示す。まず，健全供試体 N

－1，N－2 については図－11 に示す近似線から，載荷に

よる損傷の進行に伴う固有振動数の低下を確認した。前

節の腐食による理論発錆量と固有振動数の関係を示した。 
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図－11 健全供試体での載荷荷重と固有振動数の関係 

 

図－12 腐食供試体での載荷荷重と固有振動数の関係 

表－3 主鉄筋基礎データおよび材料特性 

鉄筋 
密度

(t/mm3) 
ポアソン比 

弾性係数

(kN/mm2) 

D16 7.85×10-9 0.30 200.0 

 

グラフと比較しても，実測値と近似線の誤差は小さく，

結果は良い精度であるといえる。その要因には，本研究

において，載荷により生じたひび割れ幅は腐食によるも

のに比べ小さかったため，境界条件に及ぼす影響が小さ

いことが挙げられる。続いて，腐食供試体 S－1，S－2 に

ついて図－12 に示す近似線の傾きが，図－11 に示す近

似線の傾きに比べ緩やかであり，傾きは約 1/6 となって

いる。これは，既に鉄筋腐食を原因として内部ひび割れ

が入っているため，新たに載荷により内部ひび割れが増

加してもその影響が小さいことが原因として考えられる。 

また逆に，内部ひび割れが巨視的な弾性係数を低下させ，

固有振動数を低下させるというメカニズムが実際に存在

するからこそ起こりうる現象でもあり，これを考慮した有

限要素モデリング手法を次節で提案することとする。 

 

4. 有限要素法による固有値解析 

4.1 RC 供試体の有限要素モデル 

本章では，第 3 章で述べた腐食した RC 供試体の有限

要素解析を行う。ここで有限要素解析を行ったのは，橋

梁などの実構造物で腐食損傷を受けている部分をどのよ

うに有限要素モデル化したらいいか，供試体ベースでそ 

 

 

図－13 本研究で構築した RC供試体モデル 

（損傷時には赤枠線部の弾性係数を低下させ、鉄筋径を

減少させる） 

 

の指針を調べることを意図している。モデル作成及び解

析には，ダッソー・システムズ社の商用有限要素解析パ

ッケージ Abaqus/ Standard を使用する。  

 本解析では．腐食前の初期の固有振動数の推定を行う

ために，まず図－13 に示す健全時の RC 供試体モデルを

作成し解析を行った。コンクリートの材料特性としては

表－2 に記載の計測値を，鋼材の材料としては表－3 に

記載の公称値を用いた。解析モデルでは 20 節点ソリッ

ド低減要素(C3D20R)を用いており，節点数は 74339，要

素数は 16360 である。供試体の寸法は 150mm×100mm の

断面で奥行は 800mm であり，主鉄筋の半径は 7.95mm，

長さは 900mm である。境界条件は，底面両端から 50mm

の位置とし，どちらもローラー支承で固有値解析を行っ

た。このモデルに対して固有値解析を行うと，1 次モー

ドの固有振動数は 526.97Hz であり，衝撃振動試験で得ら

れた供試体 N－1，N－2 の卓越周波数である 505.40Hz，

522.50Hz と非常に近似した値となった。 

 次いで，腐食損傷をモデル化することを考える。上述

のように，腐食損傷に伴う固有振動数低下の主な原因は，

鉄筋の有効断面の減少と，内部鉄筋腐食の膨張圧が生じ

させる内部ひび割れの発生による巨視的な弾性係数の低

下であると考える。 

実験後，腐食供試体の破壊後，内部のひび割れが発生

している範囲を観察してみると鉄筋周りの一部分である

ことを確認した。よって，本解析ではコンクリートのひ

び割れを，図－13 に示す赤で示した領域のような，供試

体の部分的な動弾性係数の低下 6)を用いて再現する。 

動弾性係数の低下率は以下のようにモデル化した。動

弾性係数の低下は RC 供試体の内部鉄筋腐食の膨張圧に 
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図－14 固有振動数と動弾性係数低下率の関係 

 

より生じるひび割れによって生じることから，発錆量と動

弾性係数低下率にも関係があるといえる。そこで，解析値

と実験値の比較を行うため発錆量から動弾性係数に変換

するための係数 k を導入し，発錆量 P，動弾性係数低下率

E との関係式を式(3)に示すように定めた。なおここでは、

鉄筋に腐食は一様に発生していると仮定している。 

kPE                      (3) 

k = 0.254 の際に最も近似したためこれを用いる。そし

て，発錆量に係数 k を乗じることにより動弾性係数低下率

に変換した。また，発錆量から求められる断面減少につい

てもモデルの形状を変えることで反映した。その解析から

得られる結果及び実験値をプロットしたものを図－14 に

示す。性能低下を的確に表現できている様子がわかる。 

本解析では式(3)のように発錆量と動弾性係数低下率

を関係づけるためのモデルを提案したが，今後，多くの

実験結果からより精度よく係数 k を定めることができれ

ば，鉄筋が腐食している実構造物においても性能の評価

が可能となると考えている。ただし，発錆量から求めら

れる断面減少が固有振動数に及ぼす影響は，理論発錆量

が 275g の場合でも 0.58% と非常に小さく，ひび割れに

よる動弾性係数低下率が大きく影響している。ただし，

図に示すように均一に弾性係数を最大 70%程度低下させ

ているが，ひび割れにより破壊している部位と無損傷の

部位を巨視的に考慮した結果の数字となっており，今後

実験により解釈を深める必要がある。 

 

5. 結論 

本研究では RC 供試体を作成し，腐食や載荷による損

傷が固有振動数に与える影響について調べた。また，腐

食後の RC 供試体を再現する有限要素モデルを提案した。

以下に本研究で得られた成果を示す。 

1) RC 供試体に対し衝撃振動試験及び電食試験を行う

ことで，発錆量の増加に伴い固有振動数は低下すること

が示された。 

2) 4 点曲げ試験により段階的に載荷を行い固有振動数

を測定した結果，載荷荷重の増大に伴い固有振動数が低

下することを確認した。 

3) 鉄筋腐食による損傷を既に与えた供試体に対し，載

荷による損傷も与え固有振動数を測定した結果，健全な

供試体に載荷による損傷を与えた時と比較して固有振動

数の低下率が小さいことを本研究の供試体，載荷条件，

腐食条件では確認された。これは，既に鉄筋腐食を原因

として内部ひび割れが入っているため，新たに載荷によ

り内部ひび割れが増加してもその影響が小さいことが原

因として考えられる。また逆に，内部ひび割れが巨視的

な弾性係数を低下させる要因であることも示唆している。 

4) 発錆量から動弾性係数低下率を算出する式(3)を提案

した。式(3)の中の係数 k を，データの蓄積により精度良

く定めることが出来れば，有限要素解析により構造物の

耐荷力などを導出することもできるようになると考える。 

 今後の課題であるが，今回は供試体 4 体で行った実験

なので，まだデータ数が少ない。そこで供試体の本数を

増やしデータ量を増強することが必要である。また，鉄

筋腐食による周辺の弾性率減少をモデル化した式を提案

したが，図－14 のようにばらつきが存在しており，影響

範囲，式，まだともに改良の余地はある。これもデータ

数が増えれば様々な未定パラメータを決定しやすくなる

ため，実験結果が増えた後に検討することを計画し，現

在準備を進めている。 
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