
日機連15先端―９

平成 年度15

機械構造体等の次世代型非接触･非破壊検査システムの

将来像に関する調査研究報告書

平成 年 月16 ３

社団法人 日 本 機 械 工 業 連 合 会

財団法人 エンジニアリング振興協会



序 
 

戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支

えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石

油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は

多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展

はめざましく、一方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴

い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。  
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて

従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取り組む

必要に迫られております。わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改

善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学

分野にも多大な実績をあげるまでにもなっております。  
これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力をさ

らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙

げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の

各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ね

らいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。  
こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして、財団法人エンジニアリング振興協会に「機械構造体等の次世代型非接触・非

破壊検査システムの将来像に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、こ

の研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。  
 
平成１６年３月  
 

社団法人 日本機械工業連合会  
会 長 相 川 賢 太 郎 

 



まえがき 
 

本報告書は、社団法人日本機械工業連合会が日本自転車振興会の自転車等機械工業振興

事業に関する補助金を受けて実施している事業の一環として、当協会が行った「機械構造

体等の次世代型非接触・非破壊検査システムの将来像に関する調査研究」について取りま

とめたものであります。  
高度成長期、バブル経済期に利便性を求めて建設されたエネルギーや製造プラント等の

産業施設や、橋梁、道路、港湾、トンネル、建築物等の社会インフラは、金額にして 2000
兆円、重量にして 250 億トンにも昇るとの推計があります。現在これらが次々と老朽化し、

更新期を迎えています。一方、循環型社会の実現の要請から、従前のスクラップ・アンド・

ビルドによる対応には限界が生じています。このような状況において、各種施設・設備の

メンテナンスの重要性が高まっていますが、現状のメンテナンスに関わる産業分野には必

ずしも十分に社会的な資源の配分が行われているとは言えない状況にあり、その結果、事

故や不具合の発生や、それを生じさせないための過剰予防によるエネルギー資源の浪費と

いう問題が生じております。加えて今後の少子高齢化の進行により、熟練技術者の世代交

代に伴う技術の継承も問題となっており、これらの課題に早急に対応を図る必要がありま

す。  
こうしたことから当協会では、社会全体に経済的で効率的なメンテナンスを実現するた

めにはメンテナンス技術の高度化を図り、それによって新たなメンテナンス産業を振興す

る必要があると考え、技術面・経済面・社会制度面などから多面的な検討を行っています。  
本調査研究はメンテナンスの高度化に重要な役割を果たすと考えられるコンクリート

および鋼構造物の非接触・非破壊検査技術に関して、その現状と課題を調査し、今後有望

と考えられる次世代型技術の可能性について検討を行ったものであります。  
本報告書の成果が十分に活用されることを切に願うとともに、本調査研究にご協力いた

だいた関係各位に対して心から謝意を表します。  
 
平成１６年３月  
 

財団法人 エンジニアリング振興協会  
会 長    増 田 信 行 
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はじめに 
 

我が国は他国に類を見ない高度経済成長を経験し、大量かつ大規模に社会基盤施設が整

備された。この 20 世紀は構造物を造る時代であったといえる。事実、国土交通省の資料

によると、 1950 年からピーク時の 1970 年頃まで年平均約 2500 の橋梁が新設され、現在、

約 13.6 万橋のストックが存在する。これは、日本の全人口で考えれば、約 1000 人に１橋

の割合で存在していることになる。一方、少子・高齢化社会の到来が予想されており、今

後は建設当時より遙かに少ない人口で膨大な社会基盤施設を維持管理していかなければな

らない。これからの 21 世紀は今ある構造物をよりうまく使いこなす時代である。従って、

構造物の劣化診断や維持管理技術が重要視されていくことは疑う余地がなく、さらなる研

究開発、技術開発が望まれるところである。  
次世代型非接触・非破壊検査システム調査研究委員会は、このような状況を踏まえ、平

成 15 年度に財団法人エンジニアリング振興協会の委員会として発足し、各機関のスペシ

ャリストに参加して頂いて活動を開始した。社会基盤施設は、過酷な環境下に置かれる場

合が多く、コンクリート構造物ではコンクリートの劣化や鉄筋の腐食、鋼構造物では鋼材

の腐食による耐久性の低下が極めて深刻な問題であり、近年、社会問題として取り上げら

れる場合も多い。そのため、構造物の耐久性能を正確に評価する手法が必要であり、より

定量的、合理的な調査・診断方法の確立が重要であることは言うまでもない。本委員会で

は、現在利用、開発されている多くの試験方法の中から、非接触かつ非破壊試験による調

査・診断方法の可能性について検討することを主目的とし、実際に試験体や実構造物の測

定を行い、手法ごとの適用性についての検討を行うこととした。  
今年度は、現在開発されているコンクリート構造物や鋼構造物に対する非破壊試験方法

の現状について整理を行い、今後の可能性について検討を行った。また、現在開発中であ

る遠隔検査手法について適用性の検討を行った。これらの研究成果が今後、この分野の発

展の一助となれば幸いである。  
 
平成１６年３月  
 

次世代型非接触・非破壊検査システム調査研究委員会  
委員長           魚 本 健 人 
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第１章 調査研究の概要 

 

1.1 目的  
 

過酷な海洋環境下にあり、かつ、大気が汚染されている状態にある我が国では、鉄筋コ

ンクリート構造物の塩害や中性化による耐久性能の低下、鋼構造物の腐食による耐久性の

低下が極めて深刻な問題となっている。  
また、高度成長期に整備された社会基盤、住宅などの量は膨大であり、これらコンクリ

ート構造物や鋼構造物のメンテナンスを効率的かつ効果的に行うことが経済政策上におい

ても極めて重要な課題である。この場合、既設構造物がどの程度の劣化を受けているかを

評価することが、メンテナンスの鍵となり、これを効率的に実行できる手法の確立が必要

不可欠である。  
現在、コンクリート構造物の中性化や塩害による劣化度を検討するには、コア抜きによ

るサンプリング試験体を用いて指示薬による中性化深さの測定や、含有塩化物イオン濃度

の測定を行う必要があるが、これは、構造物を破壊する必要があるとともに時間のかかる

手法である。  
本調査研究では、塩害や中性化によるコンクリート構造物、あるいは腐食・疲労による

鋼構造物の劣化程度を定量的かつ効率的に把握することが可能な非接触・非破壊の先端的

検査手法を調査し、構造物におけるメンテナンス技術の高度化のための計測機器および機

械システムとその活用方法を提言する。これらにより、計測機器システム等の高度化と新

規事業の創出を図り、機械産業全般の振興に資することを目的とする。  
 

1.2 報告書の構成 
 

報告書の章立てと概略の内容を以下に示す。  
第１章には、本調査研究の目的、報告書の構成、活動の経緯を示す。  
第２章では、非接触・非破壊検査技術に関する現状を、コンクリート構造物を対象にし

たものと鋼構造物を対象にしたものに分けて調査した結果を示す。調査は学会論文を主体

に行った。  
第３章では、コンクリート構造物の次世代型検査技術として、マルチスペクトル法を用

いたコンクリート表面の塩化物イオン濃度評価手法と、赤外線法を用いたコンクリート内

部の物質移動抵抗性評価手法に着目し、これらの実現性を評価するための実験を主体とし

た検討について述べる。  
第４章では、鋼構造物の次世代型検査技術として期待される遠隔検査手法の現状につい

て述べる。  
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1.3 活動の経緯 
 

委員会の日程と概要を以下に示す。  
 
第１回 平成 15 年９月８日（月）  

・活動計画、方針の討議  
調査対象をコンクリート構造物と鋼構造物に分け、それぞれにおいてワーキング

グループ（WG）を組織し、WG での実施内容を委員会で討議する体制をとる。  
全体計画の説明の後、各 WG における実施計画の説明があり、討議が行われた。 

・リモートセンシングによるコンクリート構造物の塩害評価に関する研究の説明  
コンクリート構造物 WG において次世代型検査システムとして着目し、本調査研

究で実験的に適用可能性の検討を行う技術について、委員会参加者の理解を深める

ために、これまでの研究状況の説明と質疑応答を行った。  
第２回 平成 15 年 12 月９日（火）  

・活動の中間報告と今後の方針討議  
各 WG の活動状況と今後の進め方について報告があり、討議が行われた。  

・イメージング分光器とその応用事例について説明  
コンクリート構造物 WG において次世代型検査システムとして着目し、本調査研

究で実験的に適用可能性の検討を行う技術について、委員会参加者の理解を深める

ために、測定機器であるイメージング分光器の説明と質疑応答を行った。  
第３回 平成 16 年２月４日（水）  

・平成 15 年度報告書内容に関する討議  
本年度報告書の原案について説明と討議を行った。  
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第２章 非接触・非破壊検査技術に関する現状調査 

 
2.1 現状の全体総括 
 

構造物に必要な機能・性能を確保し、国土の保全や安全で快適な生活を保証するには、

構造物の維持管理を適切に実施していくことが不可欠である。維持管理は、構造物の点検

診断、その結果に基づく保有機能・性能の評価、および対策の実施という一連の流れから

なる。とりわけ点検診断は、維持管理の流れの最初に実施され、構造物の機能・性能を評

価するための入力データを提供するもので、きわめて重要なステップと位置づけられる。  
従来の維持管理における点検・診断は、目視を中心とする手法により、構造物の表面に

現れた不具合を見つけ出す作業が中心であり、定性的かつ主観的な診断結果を提供してき

た。そのため、劣化・変状がかなり進んだ段階に達しないと十分にその兆候を把握するこ

とができず、性能･機能の低下がかなり進んだ段階で対策を実施するという「事後保全」的

な維持管理になっている。これに対して、劣化・変状が顕在化する以前の段階でその兆候

を見出し、今後の進展状況を予測した上で適切な時期と方法によって対策を実施する、い

わゆる「予防保全」的な維持管理を行うことが、一般に効率的かつ経済的となる。今後は、

予防保全的維持管理の実現が、蓄積された大量のストックを維持するために不可欠となる

ものと推測される。このように、顕在化する前の段階で劣化・変状の兆候を捕捉するため

には、非接触・非破壊検査技術の活用が求められる。これは、構造材料内部や目視で観察

困難な箇所で生じている劣化・変状の状況を、構造物を局所的にでも壊すことなく、定量

的かつ客観的データとして、また必要に応じて連続して提供する技術である。  
コンクリート構造物では、コンクリート内部でのひび割れ等の発生やコンクリート中に

埋め込まれた鉄筋の腐食が主たる検査対象となる。鉄筋の腐食は、二酸化炭素等に曝され

てコンクリートのアルカリ性が失われた場合や、塩化物イオンがコンクリート中に浸入し

鉄筋表面の不動態皮膜を破壊することで生じる。腐食の度合いが軽微な段階では、コンク

リートひび割れの発生やひび割れからの錆汁の漏出が、進行した段階では、かぶりコンク

リートのはく落や鉄筋破断を生じさせ、構造物の崩壊にまで至らせるものである。したが

って、赤外線、弾性波、電磁波などの物理現象を活用してコンクリート内部の状況を調べ

る方法、自然電位や分極抵抗の測定などの電気化学的原理を活用して鉄筋腐食の傾向や進

行速度を調べる方法などが重要となる。これらには、必ずしも非接触タイプではなく、接

触させなければならない技術も現状では含まれる。  
鋼構造物では、きずやクラックの状況、鋼材内部の材質劣化、防食システムの劣化など

が主たる検査対象となる。きずやクラックは、構造部材の溶接接合部に多く発生する傾向

にあるが、鋼材の輻輳箇所において微細な段階で捕捉するには、非破壊検査技術が不可欠

となる。また、鋼材内部の材質劣化や防食システムの劣化については、コンクリート構造

物と同様である。検査技術は、電気、超音波、電磁波等を活用している。  
以降、代表的な手法に関して、得られる情報、適用範囲および制約条件、技術の特徴お

よび長所について、これらの現状をとりまとめて紹介する。あわせて最新の技術の動向と

いう観点から、本技術の研究状況について文献調査を行った結果についても報告する。  
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2.2 コンクリート構造物 
 
2.2.1 調査目的  

社会基盤施設は、過酷な環境下に置かれる場合が多く、コンクリートの劣化や鉄筋の腐

食による耐久性の低下が極めて深刻な問題である。特に鉄筋の腐食は、直接構造物の耐荷

力に影響を及ぼすことやコンクリートのはく離・はく落による第三者影響度に関する性能

の低下として近年社会問題として取り上げられる場合も多い。これらの劣化は、塩害や中

性化による場合が多く、古くから研究が行われてきた。また、社会基盤施設は大型かつ膨

大な数があるため、より合理的に維持管理していくことも必要である。  
これらのことを踏まえ、本節では、コンクリート構造物の劣化程度を定量的かつ効率的

に把握する非接触・非破壊の検査手法の現状や適用性を調査した。また、近年の研究状況

を過去３年の国内の論文発表や国際会議などからまとめ、今後可能性のある検査手法につ

いて整理するものである。  
 

2.2.2 コンクリート構造物の非破壊検査技術に関する現状調査  
(1) 構造物の点検項目と非破壊検査 

2001 年制定土木学会コンクリート標準示方書［維持管理編］によると、構造物の性能

を評価する上で必要となる点検項目として、表 2.2-1 に示す点検項目を挙げている。性

能を耐荷性能、使用性能、第三者影響度に関する性能および耐久性能に分け、それぞれ

の性能を評価する項目を示している。また、その評価項目を点検する項目も整理されて

いる。たとえば、耐荷性能を評価する項目は、曲げやせん断耐力であり、これを点検す

る項目はコンクリート強度、鋼材量、鋼材腐食等であるとされている。  
また、点検項目を目的毎に再整理し、それらを点検する方法を示したものを表 2.2-2

に示す。ここでは主として中性化や塩害に関する変状を評価する項目について示した。

点検項目は、外観変状、コンクリート強度、中性化、塩分量、鋼材位置、鋼材腐食であ

り、点検方法は非破壊検査によるものとその他の方法（破壊試験および在来方法）に分

けることが出来る。非破壊検査方法の中でも、接触型と非接触型のものがあり、それぞ

れの点検目的によって使い分けがされている。たとえば外観変状は、非破壊検査で行う

場合が増えており、その中でも変状マップ等を作製する技術としては、非接触型で行う

場合も多い。また、コンクリート強度、鉄筋位置および鉄筋腐食においても非破壊検査

が一般的となりつつあり、ほとんどが接触型である。一方、コンクリート構造物の耐久

性を評価するのに重要な項目である塩分量および中性化においては、コア採取による破

壊試験が一般的であり、定量的に評価するための有効な非破壊検査方法は実用化されて

いるとは言い難い。  
 



 5

 
表 2.2-1 構造物の性能を評価する点検項目（土木学会コンクリート標準示方書［維持管理編］） 

性能 評価項目 点検項目 

曲げ，せん断耐力 コンクリート強度，鋼材量，断面諸元，外観変状，

鋼材腐食 

耐荷性能 

作用外力 供用条件 

振動性状 固有振動数，たわみ 使用性能 

防水性など 漏水，エフロレッセンス 

第 三 者 影 響 度

に関する性能 

はく離・はく落 外観変状 

劣化外力 環境，使用条件 

外観変状 ひび割れ，はく離，はく落 

コンクリートの性状 圧縮試験，弾性係数，中性化，塩分量，膨張量，

表面侵食 

耐久性能 

鋼材の腐食 かぶり，腐食速度，錆汁の発生 
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表2.2-2 構造物の点検項目と点検方法（塩害、中性化に関わる変状に着目） 

点検方法 

非破壊検査法 

点検項目 

検査方法 

接 

触 

非

接

触

他の方法(破壊･在来) 

変色・遊離石灰・錆汁・汚れ・パターン デジタルカメラ法 － ○ 目視 

漏水・遊離石灰 赤外線法 － ○ 目視 

ひび割れ幅 デジタルカメラ法 － ○ 目視・クラックスケール 

超音波法 ○ －
ひび割れ深さ 

衝撃弾性波法 ○ －

目視・コア 

 

赤外線法 － ○

衝撃弾性波法 ○ －

打音法 ○ －
表面の浮き・はく離・はく落 

超音波法 ○ －

目視・たたき 

 

外観変状 

内部の空隙観察 光ファイバースコープ法 ○ － はつり 

シュミットハンマー法 ○ －

衝撃弾性波法 ○ －

超音波法 ○ －

小径コア法 ○ －

コンクリート強度 

引抜き試験法 ○ －

コア採取法（JIS A 1107 に準じた試験方法を適用） 

中性化深さ ― － － コア・はつり（フェノールフタレイン法） 

塩分量 ― － － コア・はつり（硝酸銀法，塩化物量の分析，EPMA） 

レーダ（電磁波）法 ○ －

電磁誘導法 ○ －鋼材位置 

Ｘ線法 ○ －

目視・図面 

自然電位法 ○ －

分極抵抗法 ○ －鋼材腐食 

電気抵抗法 ○ －

はつり・目視 
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(2) 主な非破壊検査技術の特徴 

非破壊検査技術は、機器の詳細な特性を理解すると共に、現場での測定テクニック、

構造物の劣化メカニズム、さらには診断のために必要な情報と評価の方法まで幅広く理

解しておくことが大切である。このために、検査機器の製造技術者から構造物を維持管

理する技術者まで、非破壊検査技術をキーワードとして、維持管理技術の全体が見渡せ

ることが大切である。  
現在実用化されている主な検査法は、「①シュミットハンマー法」「②デジタルカメ

ラ法」「③赤外線法」「④超音波法」「⑤打音法」「⑥衝撃弾性波法」「⑦AE 法」「⑧

レーダ法」「⑨電磁誘導法」「⑩Ｘ線法」「⑪電気化学的方法」「⑫小径コア法」「⑬

引抜き試験法」「⑭透気試験法」「⑮光ファイバー法」などがある。この中にはコンク

リートの一部を破壊することによってデータを得る試験方法も含んでいるが、構造物に

大きな損傷を与えることなく必要なデータが得られる試験方法をできるだけ広い範囲

から調査した。それぞれの検査手法の概要と適用性を表 2.2-3～表 2.2-21 に整理する。  
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表 2.2-3 ①シュミットハンマー法  

得られる情報 

1. コンクリート表面を打撃したときの反発度（Ｒ値）から，コンクリートの圧

縮強度（おおよそ 10～70N/mm2 の強度範囲）を推定することができる。

2. コンクリートの圧縮強度の目安を得ることができるが，コア供試体などと

の換算が必要となる場合がある。 

3. シュミットハンマーの標準偏差は一律に３N/mm2。（材料学会指針） 

4. 結果は，測定範囲の 20 回（25 回）の平均反発度（Ｒ値）に，角度補正，

含水補正，コンクリートの材齢による補正などを行って，圧縮強度として

算出する。現在は DIGI-SCHMIDT という自動演算機能を備えたものが

あり，平均，補正，換算を自動的に行うことができる。またプリントアウト

や PC での管理が可能。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 必ず測定前にテストアンビルでシュミットハンマーの精度を確認する必

要がある。また，テストアンビル自体も定期的に検査する必要がある。 

2. コンクリート表面は平坦でなければならないが，グラインダーや砥石など

で表面を平滑にすれば測定できる。 

3. 部材がある程度大きくないと，打撃エネルギーが逸散して正確な情報

が得られない。（厚み 10cm 以上，縁部から３cm 以上離した箇所。） 

4. 表層のコンクリートの状態を簡易に判定できるが，内部の状態は把握

できない。（ただし，表面に近いジャンカや浮き等はある程度予測できる

場合がある。） 

5. コンクリート表面を直接打撃するので，高所などでは足場が必要。 

6. 測定が簡易であり，一般の技術者でも測定可能。 

7. 7.作業効率としては，機械の設置などの時間は必要なく，測定のため

の表面の整形（処理），マーキング，測定などの作業を，一箇所当たり

10 分以内で行える。 

長所 
1. 比較的広い範囲でコンクリートの圧縮強度に関する情報を数値として

得ることができる。 

詳細な試験方法

(文献) 

日本材料学会実施 コンクリート強度判定委員会：シュミットハンマーによる

圧縮強度推定式，1958  

土木学会：硬化コンクリート強度推定のための非破壊試験方法マニュアル 

 



 9

 
表 2.2-4 ②デジタルカメラ法  

得られる情報 

1. 画素数や明るさ，対象面の汚れ具合によっても異なるが，ひび割れ幅

については，同距離で目視できる幅が限界 

2. 表面に現れる変状（変色，表面の風化，凍害，遊離石灰，ひび割れ，

錆鉄筋の露出） 

3. 構造物の形状，色，汚れ，補修の有無，構造物の置かれている立地条

件 

※劣化現象だけでなく，対象構造物の形状や状態の把握 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 夜間やトンネル内等では補助光源が必要（内蔵のストロボでは不足） 

2. 目視でも同じであるが，表面が汚れていたり，粗面の場合にはひび割

れの撮影は困難 

3. 高解像度の画像を多数枚処理するにはスペックの高い PC が必要。出

力にあたっても高解像度のプリンタが必要 

4. 基本的に目視以上の情報は得られないと考えるべき 

長所 

1. 非接触で広範囲を調査できる。足場などの仮設が不要。 

2. 画像解析により，外観状況図を作成，幾何補正や貼合せ処理，他の

検査結果と合成が可能。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-5 ③赤外線法  

得られる情報 

1. 表層部のコンクリート浮き 

2. 日射が当たる場合で深さ 50mm 程度まで。日射がない場合は 30mm 程度

まで 

3. 雨水等の浸透によるによる湿潤部，水分を含んだ湿潤ひび割れ 

4. ジャンカ等の内部空隙 

5. モルタル，タイル等の仕上げ材浮き 

6. 補修材（充填コンクリート・モルタル，鋼板，連続繊維シート等）の浮き 

7. 鋼板巻き立て補強のグラウト充填状況 

8. 表面に散水することにより，ひび割れを抽出することができる。 

※劣化以外の情報として 

1. 中空床版のボイド位置などの内部構造 

2. ロードヒーティングの埋設管位置（稼働時） 

3. PCa パネルの背面形。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 日射条件や構造物の条件により診断精度が左右される。 

2. 表面が汚れていると日射吸収率のむらの影響が表れる。表面仕上げ材

の反射率が大きい場合には適用できない。 

3. トンネルなど温度変動の小さい構造物では人工的な熱源が必要になる。

4. 補修部分などで材質が異なる場合にはその影響を受ける。 

5. 日射が当たらない面については，外気温変動を熱源とする場合は，日較

差 10℃以上が目安。 

6. 対象面が湿潤状態の場合には，浮きや空隙による温度差を抽出できな

い。 

7. 強風の場合には，欠陥部と健全部の間の温度差が生じにくい。（風速５

m/sec 以上での測定は避ける。） 

8. 極力正面から撮影するようにし，対称面に対する撮影角度が浅くならな

いようにする。コンクリート面については 60 度程度までは撮影角度による

放射率への影響は小さいが，反射の影響が大きくなることや，見付け面

積が小さくなることにより診断精度が低下する。 

9. 背面から日射を受ける比較的薄い部位（床版下面，北側の壁高欄など）

では，日中に背面で受熱した日射熱の伝導も考慮して撮影時刻を設定

する。 

10. 表面の凹凸が大きい部分については，形状による温度差が大きいので，

異常部の検出が難しい。 

長所 

1. 非接触で広範囲を調査できる。足場などの仮設が不要。 

2. 情報が２次元で視覚的に得られる。 

3. 超音波法などの詳細調査を行うべき箇所を探すのに適する。 

4. 可視画像との合成など，プレゼンテーションしやすく，可視画像による表

面情報と赤外線画像による内部情報を一元化できる。 

5. 短時間で広範囲を調査できるので，精密調査の前の事前調査や，日常

点検レベルの調査に適している。 

詳細な試験方法

(文献) 

第三者被害を予防する為の橋梁点検 発行 H12,9 道路保全技術センター 
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表 2.2-6 ④超音波法(共振法) 

得られる情報 

1. 躯体内部に発生した浮きやジャンカを検出することができる。 

2. 点接触型センサー使用の場合表面から 10cm 以内が限界である。 

3. 浮き代が 0.1mm 以下の微細なものも検出可能。 

4. 鋼板とコンクリートとの付着不良部の検出が可能。 

5. 鉄筋とコンクリートとの付着性確認が可能。 

6. FRP，増厚材とコンクリートとの付着性を検出することができる。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 多少の凹凸があっても測定可能。 

2. ブレーカーのような大きな振動を伴う環境下では測定不能。 

3. 鋼板厚さ９mm 以上では測定不可。 

4. 近接した作業となるため足場または高所作業車が必要。 

長所 

1. 点接触型センサーの場合，周波数帯域５kHz の低周波数を使用するた

め，接触媒質が不要であり，一般的な超音波法と比較して作業効率が

優れている。 

2. 装置がポータブルであり汎用性に優れている。 

3. 原波形がリアルタイムでモニタリング出きるため１箇所の判定は数秒で可

能。 

4. 波形の復元性に富んでいる 

詳細な試験方法

(文献) 

「コンクリート強 度 推 定 のための非 破 壊 試 験 方 法 マニュアル(建 築 学 会 )」

pp.28-54 

「コンクリート構造物の非破壊検査(森北出版)」pp.28-41 

「コンクリートの試験方法下(技術書院)」pp.245-282 

「コンクリート構造物の非破壊検査(オーム社)」pp.43-53 

「コンクリート構造物の健全度診断技術の開発に関する共同研究報告書(木

研究所)」pp.71-94 

「コンクリート構造物の診断のための非破壊試験方法研究委員会報告書(コ

ンクリート工学協会)」pp.5-27 
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表 2.2-7 ④超音波法（回折波法）  

得られる情報 

ひび割れ深さ 

ひび割れの影の部分へ，超音波の直接波の進行方向と直角に，２次的な

回折波が進む現象を利用することによってひび割れ深さを知る。 

測定可能ひび割れ幅 

0.03mm 以上 

測定可能ひび割れ深さ 

30mm~1,500mm（条件による） 

測定精度 

±10％（平坦面で，深さ 30mm 以上の場合） 

±２ｍｍ（平坦面で，深さ５～30mm の場合） 

適用範囲 

（制約条件） 

1. コンクリート表面が平坦でなければならない。 

2. コンクリート面に探触子を当てるので，高所では足場が必要となる。 

3. ひび割れ内の，水分，遊離石灰，土，砂，ゴミ等の目詰まり等は誤差要

因となる。 

4. 測定時の騒音・振動は測定結果に影響を及ぼす場合がある。 

5. 隅角部，（出隅，入隅）等では，形状の制約を受ける場合がある。 

長所 

1. 比較的簡便に測定できる。 

2. 短時間で数値結果が得られる。 

3. 無筋コンクリート，鉄筋コンクリートを問わずに測定できる。 

4. コンクリートの音速測定を必要としない。 

5. 作業効率としては，機械の設置などの時間は必要なく，測定の為の表面

整形，測定などの作業を１点当り 20 分程度で行える。 

詳細な試験方法

(文献) 

「コンクリート強 度 推 定 のための非 破 壊 試 験 方 法 マニュアル(建 築 学 会 )」

pp.28-54 

「コンクリート構造物の非破壊検査(森北出版)」pp.28-41 

「コンクリートの試験方法下(技術書院)」pp.245-282 

「コンクリート構造物の非破壊検査(オーム社)」pp.43-53 

「コンクリート構造物の健全度診断技術の開発に関する共同研究報告書(土

木研究所)」pp.71-94 

「コンクリート構造物の診断のための非破壊試験方法研究委員会報告書(コ

ンクリート工学協会)」pp.5-27 
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表 2.2-8 ⑤打音法  

得られる情報 

1. コンクリート構造物を打撃した時の表面振動を空気振動としてマイクロフ

ォンで測定し，その振動の大きさ（振幅，実効値）や周波数の高低から健

全箇所・欠陥箇所の判別を行う。 

2. 測定精度は，振動の大きさと部材厚さで評価を行った場合，100mm 程度

の厚さでは，±10～15mm 程度，200mm 程度の厚さでは，±30mm 程度，

300mm 程度の厚さでは，±50mm 程度のばらつきがある。このように，部

材厚さが厚くなるに従い，ばらつきは大きくなる。 

3. 打撃と打撃音の時刻歴波形から評価パラメータ（振幅，実効値，周波

数）を算出する。その大きさや分布を数値あるいは分布図（コンター図）

等で示し評価を行う。 

4. 打撃により得られる打音に対し逆ウェーブレット解析を行うことにより，音

の強さの時間・周波数特性の変化性状を被打撃体の性状を示す３種類

のゾーンに区分し，各ゾーンのデータより，①被打撃体の材料の強度特

性（硬さ），②被打撃体の材料欠陥，③被打撃体の境界条件の情報を抽

出し，コンクリート構造物の健全性を判断する。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. コンクリート表面が，極端に浸食され，表面のモルタル分が流出し骨材が

現れている状況では，打撃および打撃音の収録が困難な場合がある。 

2. 浮き・はく離などの裏側の情報は得られない。 

3. コンクリート表面を直接打撃するので，高所などでは足場が必要。 

4. 測定は打撃と打撃音の収録と簡易である。 

5. 得られる情報は測定点の点情報であるため，抽出したい変状の大きさに

より，測定間隔を適宜選ぶ必要がある。 

6. １箇所の打撃結果から，その箇所の健全性を評価する（絶対評価）ので

はなく，一つの構造物あるいは連続した構造物の中での複数箇所の打

音解析の結果から不良個所の抽出・評価を行う（相対評価）。 

長所 

1. 定量的かつ客観的にコンクリートの健全性を評価できる。 

2. 鉄筋の影響を受けにくい。 

3. 結果を数値データとして保存できるため，経年変化が把握できる。 

4. 評価パラメータは，打撃音出力を打撃入力で正規化する方法により行

う。そのため，打撃力の違いによる結果のバラツキが少ない。 

5. 評価パラメータの算定に測定者の主観が入らない。 

6. 結果の評価には，統計的手法と経験的手法がある。 

7. 統計的手法は，たたき検査が音の違いを健全箇所と欠陥箇所を相対的

に聞き分けて判断していることと似ている。この方法では，統計的にしき

い値を定め，欠陥や変状箇所の存在の可能性を得られた全てのデータ

から相対的に比較し推定する。この手法によりある調査範囲内における

欠陥・変状箇所の中から補修・補強箇所の優先順位付けを行うことが可

能。 

8. 経験的手法は，評価パラメータから物理量（部材厚さ）を算定し評価を行

うことで，欠陥の定量的把握が可能である。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-9 ⑥衝撃弾性波法（周波数応答法、伝播速度法）  

得られる情報 

(周波数応答) 

1. 受信波を周波数応答解析することで，部材寸法や欠陥の位置や深さ，

はく離・浮きの位置を測ることができる。 

2. 測定点を格子状にとり，各測定点の伝播速度を求めることにより，コンク

リートの厚さや欠陥の位置を３次元的に表現することができる。 

3. 測定精度は，表面から欠陥までの深さが５～10％の誤差で計測できる。 

得られる情報 

(伝播速度) 

1. コンクリート表面にひび割れを挟んで２個のセンサーを配置して，ひび割

れを伝播した弾性波の伝播速度を計測することで，ひび割れの深さを測

ることできる。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. コンクリート表面が平坦でなければならない。 

2. センサーが構造物表面の計測点に直接押付けられること及び小型鋼球

あるいはハンマーにより供試体表面へ打撃できること（高所などでは足場

が必要）。 

3. 測定，特に解析が専門知識と経験を有する技術者が必要。 

4. 作業効率としては，機械の設置などの時間は必要なく，計測箇所をマー

キングし，メッシュを決め，計測などの作業を，１計測点にあたり供試体

厚さの測量が必要とする場合では３分ほど，必要のない場合では２分位

行える。なお，結果解析の所要時間（解析波形，FFT グラフの作成を含

み）は一箇所あたり３分位。 

長所 

1. 打撃側と同じ面で反射波を受信して到達時間を計測することにより部材

の寸法を求めることができる。また，反射波または透過波の周波数成分

を解析することによって欠陥の状態や伝播経路の性状を評価することが

できる。 

2. 電気的に発生させた弾性波と比較して大きなエネルギーを持ち，また，

低周波の成分が主体であることなどからコンクリート中における減衰や散

乱の影響を受けにくく，伝播距離を長くすることができ大型構造物の検査

にも適していると考えられている。 

3. 試験方法は単純で効率的。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-10 ⑥衝撃弾性波法(PIT 法) 

得られる情報 

1. コンクリート表面を打撃したときに，コンクリート中の不連続面(端面，う

き・はく離，杭の亀裂など)からの反射波を測定し，その伝播時間と弾性

波速度から，コンクリートの厚さ，うき･はく離などの長さや位置を点情報

として推定することができる。また，弾性波速度の計測から，強度などを

推定することができる。 

2. PIT 法は，杭や柱のような柱状構造物に対して特にで，１～40m の長さを

測定できる。 

3. うき･はく離や杭の水平亀裂のような不連続面を，長さ同様に１～40m の

深さに対して位置を特定することが可能である。 

4. 測定精度は，うき･はく離の内部欠陥の厚さ長さ測定は，弾性波の伝播

速度に弾性波速度を乗じるため，弾性波速度の設定時に誤差を生じる。

5. 原則的には，コンクリート表面において伝播速度を別途計測して弾性波

速度を求めるが，表面の劣化状況や試験結果の再現性の観点から測

定精度は５～10%程度と思われる。 

6. 結果は，測定点における伝播時間から求まる長さ情報が得られる。測定

点を格子状に取ることにより，コンクリートの厚さや，内部欠陥位置を３次

元的に表現できる。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. コンクリート表面に受振器を接着することが必要である。 

2. 厚さや欠陥位置が短いと，高周波タイプの測定器を使用する必要があ

る。 

3. 接触型の試験のため高所での作業は足場仮設が必要である。 

4. 測定は簡単で，一般技術者でも測定可能。 

5. 測定値の解析は，多少熟練を要する。 

6. 作業効率は，受信器の設置，ハンマー打撃，記録と単純であり，１箇所

あたり５分以内で実施できる。 

長所 

1. 弾性波を利用しているため，比較的長い部材に対して減衰が小さいため

有利である。 

2. 試験方法が単純で効率的に実施できる。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-11 ⑦AE 法  

得られる情報 

1. アコ－スティク・エミッション（AE）は，材料から放出される弾性波を材料の

表面に設置した変換子すなわち AE センサーで検出・解析する方法であ

る。ひび割れの検出に極めて敏感である。応力下で成長しつつあるひび

割れの検出に極めて敏感に捕らえ，コンクリート中で進展しているひび割

れの活性度を評価することができる。（AE の発生数，エネルギー量） 

2. 測定対象：構造内部のひび割れの発生及びその進展状況。 

3. 測定精度：主にひび割れの発生及び進展の有無に関する定性的な結果

を与え，構造物の安全性をランク付けるが，位置標定において AE 発生

源の探査誤差はセンサー間距離の 10%程度となる。 

4. 測定結果はヒット，カウント，エネルギー，振幅値など，通常用いられる

AE 計測パラメータ及び荷重，ひずみなどの外部入力パラメータをデータ

セットとして，履歴，分布，相関などにより表示する。各センサーで収録さ

れた AE の伝播時間差を評価することによって，ひび割れなどの発生して

いる位置を把握することができる。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. コンクリート表面に受振器を接着することが必要である。 

2. 厚さや欠陥位置が短いと，高周波タイプの測定器を使用する必要があ

る。 

3. 接触型の試験のため高所での作業は足場仮設が必要である。 

4. 測定は簡単で，一般技術者でも測定可能。 

5. 測定値の解析は，多少熟練を要する。 

6. 作業効率は，受信器の設置，ハンマー打撃，記録と単純であり，１箇所

あたり５分以内で実施できる。 

長所 

1. 比較的広い範囲で，コンクリート構造物内部のひび割れの発生及びその

進展状況を把握することができる。そのため構造物全体の劣化状態をえ

ることができる。 

2. コンクリート内部で進展している欠陥（ひび割れ）の状態および変化を定

量的に評価することができる。 

3. 連続的なモニタリングができる。 

4. 位置標定により表面に出ないひび割れのおよその位置と進展状況が得

られる。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-12 ⑧レーダ(電磁波)法  

得られる情報 

1. コンクリート構造物に向けて電磁波を放射し，その反射波を検出すること

で，配筋状態や内部欠陥を調査する．検出対象（鉄筋や空洞など）や寸

法(反射断面積)，検出深さに応じて，使用周波数は数百 MHz～数 GHz

までを選定する。 

2. 測定深度はアンテナ周波数により異なるが，配筋調査用レーダの場合，

15cm 程度。 

3. 測定精度は，深さ方向±２mm（比誘電率最適時），横方向±５mm。 

4. 出力は，通常断層画像（縦軸：深さ，横軸：距離）で表示．また，多数の

走査による反射波情報を３次元表示した反射体分布図が得られる。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 測定対象面が平坦であること。 

2. 表層付近（０～２cm）の情報は，深度方向の精度が悪い。 

3. 深さ方向の精度が要求される場合は，事前に部材厚が判明している箇

所で計測し，コンクリートの比誘電率を求める必要あり。 

4. RC 構造物では，鉄筋以深の調査は困難。 

5. 作業効率は，現地作業では１m2 内を 10cm ピッチで格子状に計 22 測線

計測した場合，約 90 分で計測可能．また室内解析が必要。 

6. 測定が簡易で一般の技術者でも測定可能であるが，結果の解釈などに

経験が必要な場合もある。 

7. 高所などでは，足場が必要。 

長所 
1. 比較的広範囲を短時間に連続で調査可能。また，複数の走査結果から

ソフト処理により，３次元反射体配置を可視化できる場合もある。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-13 ⑨電磁誘導法  

得られる情報 

1. 電磁誘導法（パルス誘導）を用い，コンクリート構造物内の鉄筋の位置，

かぶり厚 さ（おおよそ０～180mm の範 囲 ），鉄 筋 径 の測 定 （おおよそ

60mm）ができる。 

2. 距離計を用いることにより配筋状態（ピッチ）の測定ができる。 

3. 結果は，一点一点のかぶり厚さ，配筋状態，グレースケールによるかぶり

厚さとして評価できる。またプリントアウトや PC での管理が可能。 

4. 波情報を３次元表示した反射体分布図が得られる。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 必ず測定前にテストブロックで精度を確認する必要がある。 

2. 基本的にはコンクリート表面が平坦でなければならないが，平滑でない場

合は，ベニヤ板等をあてて平滑にすれば測定は可能。 

3. コンクリート構造物内の配筋状態を簡易に判定できるが，鉄筋が密に入

っている場合は，かぶり厚さの補正が必要。 

4. コンクリート表面を直接測定するので，高所などでは足場が必要。 

5. ただし，３m 程度であれば，延長ロッドを使用すれば測定可能。 

6. 測定が簡易であり，一般の技術者でも測定可能。 

7. 作業効率としては，機械の設置，測定のための表面処理などの時間は

必要ない。 

長所 
1. コンクリート内の含水の影響を受けない。 

2. 数値化（かぶり厚さ）と視覚化（配筋状態）した情報を得ることができる。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-14 ⑩Ｘ線法  

得られる情報 

1. コンクリート内部の配筋，配管，空洞，PC ケーブル及びシース内のグラウ

トの状況を確認できる。 

2. 撮影された透過写真を写真解析し，版厚，鉄筋のかぶり，配筋ピッチ，

鉄筋径（又は種類）を求めることができる。 

3. 上記 2.に関する測定誤差は躯体厚の数％である。 

4. 現在，コンクリートの NDT としてはラボ実験の段階であるが，CT（コンピュ

ータトモグラフィ）を利用すればコンクリート内部の可視化が実現できる。

また，ひび割れ，空隙などの三次元的把握が可能となる。いずれの場合

もサブミリオーダーの精度の結果が得られる。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 一般に普及している携帯型の装置を使用した場合，適用できる躯体厚さ

の限界は 40～50cm である。ライナックなどの高エネルギーX 線装置を使

用すれば厚さ 1.5m 程度の躯体の撮影も可能であるが，我が国では放射

線障害防止に関わる法的制限があり，現時点での現場への適用ははな

はだ困難である。 

2. 鉄筋腐食は，表面が欠損する程度の腐食状態にならないと確認できな

い。 

3. 装置及びフィルム又はセンサーを配置のため，躯体の両側に空間を必要

とする。 

4. 高所の撮影には足場が必要となる。 

5. 放射線障害防止に関わる安全管理が必要であり，作業者は「Ｘ線作業

主任者」の免許が必要である。また，管理区域（コンクリート撮影の場合

は，一般に装置及びフィルム貼り付け部より半径５m の範囲）を確保する

必要がある。 

長所 

1. 目視では確認できない内部の状況を実体に近い状態で確認することが

でき，写真解析を行うことで埋設物の位置を三次元的に把握することが

できる。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-15 ⑩Ｘ線法（高エネルギーＸ線）  

得られる情報 

1. 厚さ２m までのコンクリート内部の透視画像。空間分解能は 0.3mm ないし

１mm。 

2. 1.4m×1.4m までのコンクリート柱の断層画像。 空間分解能 0.3mm ないし

１mm。 

3. 画像解析によりコンクリート内部のボイド分布，骨材分布，鉄筋の位置・

太さ・さび具合等の 0.3mm ないし１mm の精度での計測ができる。 

4. ミリオーダーの精度の結果が得られる。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 現状では遮蔽建屋内のみで適用可能。（LINAC の野外使用は法律上不

可。） 

2. LINAC の野外使用が法的に認められた場合には，公衆被爆のみが制限

条件になる。現状の公衆被爆規制を適用する場合の適用範囲は，撮影

位置から半径 10m 以内を管理区域として，厚さ２m のコンクリートの分解

能５mm での透視画像または厚さ１m のコンクリートの分解能 0.5mm での

透視画像を同一位置で約 100 枚撮影できる。なお，屋外での断層撮影

は撮影コストと作業性の観点から難しい。透視撮影のみが可能。 

3. 一枚あたりの撮影時間は５秒程度。 

長所 
1. 厚さ 0.5m 以上のコンクリート内部の正確な可視画像を得て鉄筋等の寸

法計測が可能な唯一の方法。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-16 ⑪電気化学的方法（自然電位法) 

得られる情報 

1. コンクリート表面に電極を当てたときに得られる電位値（mV）から，コンク

リート構造物内の鉄筋の腐食状況を推定することができる。（おおよそ＋

200 から－950mV） 

2. ASTM や BS での評価を用い，腐食の確率は，ある程度推定できるが，コ

ンクリート表面の含水状態を考慮しなければならない。 

3. 結果は，任意に設定した測定範囲を面で捉え，９種類のレベルに分類し

た電位値を，電位マップとして評価することができる。（PC 転送後は，デ

ジタル表示マップとしての評価も可能。）また，プリントアウトも可能。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 塗装や保護層がある場合は，それを除去し，コンクリート躯体を出す。 

2. 測定対象の鉄筋に微電流を流すために一箇所はつり出す。 

3. 事前にコンクリート表面に散水し，かぶり部分のコンクリートの抵抗を小さ

くしておく必要がある。 

4. コンクリート構造物内の鉄筋腐食を簡易に判定できるが，鉄筋の腐食

（進行）度合までは把握できない。 

5. 測定が簡易であり，一般の技術者でも測定可能。 

6. 作業効率としては，測定のための準備（鉄筋のはつり出し等）が終われ

ば，測定自身は非常に早く行なえる。（１m2 につき５分以内） 

7. ホイール電極は，延長ロッドを装着して測定するため，３ｍ程度の高さで

あれば足場は必要ないが，それ以上であれば足場が必要。 

8. 電極は Cu/CuSO4 電極であり，ASTM などによって評価する場合，電位

の補正が必要ない。 

9. 電極の走査速度は毎秒１m 以内。 

10. 電位の校正は，アースケーブルの鉄筋クランプに照合電極をつなぎ，そ

の照合電極をホイールに接触させ相互に調整する。 

  ・基準電極とロッド電極：０±５mV 

  ・基準電極とホイール電極：０＋20mV 

長所 

1. 一部に鋼材のはつり出しが必要であるが，比較的広い範囲で鋼材の腐

食状況に関する情報を数値だけでなくマップによって視覚的に評価・確

認することができる。 

2. ホイール式電極とあわせ，加湿ホイールを装備しており，測定面の湿潤

状態を一定にすることができる。 

詳細な試験方法

(文献) 

コンクリート構造物における自然電位測定方法(JSCE-E601-2000) 
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表 2.2-17 ⑪電気化学的方法（分極抵抗法) 

得られる情報 

1. コンクリート表面に当てた電極から内部鋼材に微弱な電流を流したときに

生じる電位変化量などの測定から分極抵抗 Rct を求め，次式より鋼材の

腐食速度 Icorr を直接推定する。 

  Icorr = K・( 1 / Rct ) 

 腐食速度 Icorr は普通単位面積当たりの腐食電流密度 A/cm2 で表現

され，Rct の単位は抵抗に面積を掛けたΩcm2 である。K は金属の種類や

環境条件によって異なる比例定数(単位：V)であり，コンクリート中の鋼材

腐食に対しては 0.026V がよく用いられる。 

2. 上記より得られた Icorr (µA/cm2)は，電流がすべて Fe → Fe2+ + 2e-の反

応によると仮定し，ファラデーの第２法則から，次式より１年当りの腐食に

よる平均腐食侵食深さ，侵食度 PDY (mm/年)を得ることができる。 

  1 µA/cm2  → 11.6×10-3  mm/年 

適用範囲 

1. 塗装や保護層がある場合は，それを除去し，コンクリート躯体を出す。 

2. 鋼材探査器を用いて調査範囲の鋼材の位置出しを行い，コンクリート表

面にマークする。 

3. 調査範囲の鋼材の径とかぶり厚さを記録する。 

4. 内部の鋼材（試料極）をはつり出し，電気的導通をとる。 

5. 腐食速度を測る鋼材の位置を決め，その表面に水道水を噴霧し，これを

湿潤状態にして以下の測定を行う（目安としては，30 分間程度断続的に

噴霧散水しておく必要がある。オーバーレイなどは取除く必要がある）。 

6. 計測する鋼材直上の位置にセンサーを当てる。 

7. 使用する照合電極を基準とした鋼材の腐食電位を計測する。 

8. 上記電位を基準に，異なる２周波数の微小な交流電圧(または電流)を印

加し，それぞれのインピーダンスを測定する。測定された２周波数の交流

インピーダンス値から見かけの分極抵抗 Rct’(Ω)を求める。 

9. 測定によって影響を受ける面積を決定し，見かけの分極抵抗 Rct’と被測

定面積 A との積として分極抵抗 Rct(Ωcm2)を求める。 

10. 測定結果は，外気温やコンクリート自体の温度や乾燥状態によって異な

ることがあるため，一部の鋼材をはつり出すことや外気温の異なる時期

に複数回測定することによって，測定精度の向上を計る必要がある。 

長所 

1. 一部に鋼材のはつり出しが必要であるが，比較的広い範囲で鋼材の腐

食速度に関する情報を数値で得ることができる。 

2. 自然電位も併せて測定できる。 

3. 腐食の傾向や腐食速度の分布を数値によって得ることができる。 

詳細な試験方法

(文献) 

土木学会：鉄筋腐食・防食および補修に関する研究の現状と今後の動向，

コンクリート技術シリーズ 26，1997.12 

土木学会：鉄筋腐食・防食および補修に関する研究の現状と今後の動向(そ

の２)，コンクリート技術シリーズ 40，2000.12 
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表 2.2-18 ⑫小径コア法  

得られる情報 

1. 圧縮強度 

  φ100 の試験結果と比べて差は±5％（実験値）との報告がある。 

2. 中性化深さ 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 適用できるのは，推定強度 60N/mm2 まで。 

2. コア径は 18～26mm。 

3. 圧縮試験用の供試体の h/d は２倍を基本とし，1.5～2.2 の範囲。 

4. 採取時に資料として適当かどうかの判断が必要。 

5. φ100 を１本に対して最低２本採取。 

6. 載荷方式（荷重制御，変位制御）と載荷速度に応じて強度補正する。 

7. 採取手間自体は φ100 コアとそれほど変わらない。 

8. 粗骨材が川砂利の場合は採取時にコアが折れやすい。 

9. 高回転コアマシンが必要。 

長所 

1. 密に配筋されていても採取できる。 

2. 補修が容易で躯体の損傷が少ない。 

3. 破壊形状により強度が大きめ，あるいは小さめに出るので，試験結果の

評価にあたって考慮する必要がある。 

4. 表層部と深部で強度が異なることが予想される場合には，それぞれの位

置で試験可能。 

5. 試料が軽量で，運搬が容易。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-19 ⑬引抜き試験法  

得られる情報 

1. コンクリートにピンを埋め込み，このピンを引抜く時の引抜き力を測定する

ことにより，コンクリートの圧縮強度（おおよそ２～40N/mm2 の強度範囲）

を推定する手法。 

2. 採取数はコアと同じく１箇所につき３個である。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. コンクリートの圧縮強度はおおよそ２～40N/mm2 の強度範囲でなければ

ならない。（シュミットハンマーの使用） 

2. 鉄筋コンクリートの場合，鉄筋部分をずらしてピンを埋め込まなければな

らない。（RC レーダの使用） 

3. 作業効率としては，機械の設置などの時間と手間がかかるが１箇所につ

き３本の引抜き本数のため，１箇所につきかかる時間は１時間弱で可能

である。 

長所 
1. 現位置での強度推定が可能。 

2. コンクリート表面が凸凹でも可能である。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-20 ⑭透気試験法  

得られる情報 

1. コンクリート表面にチャンバーを設置し，ポンプで空気を吸い上げ，そのと

きにかかった時間と空気量の関係から透気係数（kt 値）を求める。 

2. 求めた kt 値からコンクリートの品質を判断することができる。測定時間

は，最大で 12 分。 

3. また，外国では中性化（炭酸化）との相関データも出されている。 

4. 結果は，プリントアウトや PC での管理が可能。 

適用範囲 

（制約条件） 

1. 必ず測定前にキャリブレーションプレートを用い，測定環境を一定にする

必要がある。 

2. コンクリート表面は平坦でなければならない。 

3. 部材がある程度大きくないと，空気が逃げてしまい，正確な情報が得られ

ない。（寸法はコンクリートの品質による。） 

4. コンクリートの状態（気密性）を簡易に判定できる。表面に近いジャンカや

浮き等はある程度予測できる。 

5. コンクリート表面に直接チャンバーを設置するので，高所などでは足場が

必要。 

6. 測定が簡易であり，一般の技術者でも測定可能。 

7. 作業時間としては，一箇所当たり 15 分以内で行える。 

長所 
1. 完全な非破壊でコンクリートの透気性（機密性）に関する情報を数値とし

て得ることができる。 

詳細な試験方法

(文献) 
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表 2.2-21 ⑮光ファイバー法  

光 学 ス ト ラ ン

ド型 

1. ２点間の変位を測定範囲の±0.3%程度の精度で測定できる。 

2. 動的，静的ひずみの測定が可能。 

3. 計測長さは標準２～10m。 

4. 測定範囲は計測長さの 0.5%。 

フ ァ ブ リ ー ペ

ロー型 

1. 表面に貼り付け又は埋設して使用し，ひずみの測定が可能。 

2. 標準仕様は測定範囲±2000µst。分解能 0.01%。 

3. 動的，静的ひずみの測定が可能。 

マ イ ケ ル ソ ン

型 

1. 構造物の表面に設置または内部に埋設して２点間の変位を測

定可能。 

2. 標準仕様センサー長 0.2～10m。 

測定範囲–0.5%，+１%。 

精度２µm。 

3. 温度の影響は原理的に補正される。 

得られる情報 

 

BOTDR 型 

1. 光ファイバーに沿ったひずみ分布の測定が可能。 

2. ひずみの距離分解能は最小で 1.0ｍであり，BOTDR 上で表示さ

れる測 定 点 の移 動 距 離 は５cm，10cm，20cm，40cm，50cm，

100cm に設定が可能。 

3. 100µ 程度の精度で測定できる。 

4. 計測長さは最大 20km。 

5. 計測範囲は計測長さの±3%。 

光 学 ス ト ラ ン

ド型 

1. 任意形状のコンクリート表面への取付け，内部埋込による設置

が可能。 

2. 測定する２点間にほぼ直線上に設置する必要がある。 

3. 固定のために固定金具が必要となる。 

4. 過酷な環境下でも安定したデータが得られる。 

フ ァ ブ リ ー ペ

ロー型 

1. ほとんどのコンクリート構造物に適用可能。 

2. 貼付け型はクラック等をまたいで設置すると，簡単に測定範囲を

超えてしまうこともある。 

3. 貼り付け型は出来るだけ平らな面に貼り付ける必要がある。 

4. 信号伝送がファイバーなので，曲げは半径 50mm 程度以上にす

る。 

マ イ ケ ル ソ ン

型 

1. ほとんどのコンクリート構造物に適用可能。 

2. 測定する２点間にほぼ直線上に設置する必要がある。 

適用範囲 

（制約条件） 

BOTDR 型 

1. コンクリート構造物に埋め込むことも可能。 

2. コンクリート表面に直接貼り付け，あるいは，固定金具で固定す

ることができる。 

3. １回の測定に数分時間を有するため，動的計測には適用できな

い。 

長所 
1. 構造物全体の挙動をリアルタイムに計測できる。 

2. 長期の測定が可能なため，定量的な経年変化が把握できる。 

3. 電話回線等の接続により，遠隔地でのモニタリングが可能。 

詳細な試験方法

(文献) 

東大生産技術研究所：コンクリート構造物の劣化診断に関する研究委員会報告書，Ⅱ

-107～116，2001.3 

勝 木 太 ，山 下 英 俊 ：光 ファイバーを用 いた変 形 計 測 用 センサー，コンクリート工 学 ，

Vol.40，No.3，pp.3～7，2002.3 

土木学会，コンクリートライブラリー104 2001 年制定コンクリート標準示方書（維持管

理編）制定資料 

p.112，pp.118～120，2001.1 
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(3) 主な非破壊検査技術の適用性  
各検査手法によって得られる情報を整理すると表 2.2-22 および表 2.2-23 のように示

すことが出来る。検査手法毎に得手不得手があり、非破壊検査だけで全てを明らかにす

ることは難しいが、それぞれの検査手法の特徴を十分に理解し、評価できる項目毎の適

用性を確認した上で利用していくことや、複数の非破壊検査手法の組合せや、在来の検

査手法との組合せにより、より効率的な調査を行うことが可能になると考えられる。  
また、各検査手法の周波数毎の位置づけを図 2.2-1 に示す。今回整理した検査法は、

波の性質を利用したものが多く、使用する波の性質によって得られる情報は異なるが、

比較的周波数の低い「音波」を利用するものには「④超音波法（伝播時間法、回折法、

共振法）」「⑤打音法」「⑥衝撃弾性波法（周波数応答法、伝播速度法、PIT 法）」「⑦

AE 法」がある。これらの検査法の中でも、周波数が高い波を使用すると検査精度を高

くすることが可能であるが、減衰が大きいために表面付近の探査に限定されることにな

る。一方、数 kHz 程度以下の低い周波数を用いた手法では、伝播距離を 10m 以上とす

ることも可能であるが、測定精度が低下するため比較的大きな欠陥しか検出できなくな

ることに注意しなければならない。また、音波として検出する打音法を除き、これらの

検査法の多くはセンサーをコンクリート面に直接接触させることによって波動を検出

する手法が用いられている。  
一方、周波数が高い波は光としての性質を持つため、非接触での検査が可能になる。

「②デジタルカメラ」「③赤外線法」「⑧レーダ（電磁波）法」「⑩Ｘ線法（含高エネ

ルギーＸ線法）」がこれに当たる。これら非接触型は、用いる波の性質によって得られ

る情報が大きく異なるので、目的に応じて適切な検査手法を選定することが大切である

が、膨大な量の社会基盤施設を合理的に維持管理していくための手法としては、今後有

望な検査法として期待できる。  
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表 2.2-22 検査手法と評価できる項目(1) 

検査手法 
直接測定する 

項目 
評価できる項目 適用性 摘要 

コンクリート強度 ◎ 

①シュミットハ

ンマー法 

コ ン ク リ ー ト 表 面

の反発度 
物 質 透 過 性 ( 塩

分･CO2 など) 
△ 

表 層 部 の コ ンクリ ートの

圧 縮 強 度 の目 安 を推 測

できる。物質透過性の評

価 には，データの集積が

必要。 

変 色 ・遊 離 石 灰 ・

ひ び 割 れ ・ 錆 汁 ・

汚れ 

◎ 

顕在化している劣

化の原因 
○ 

②デジタルカメ

ラ法 

表面に現れている

劣化現象の撮影 

劣 化 程 度 と そ の

分布 
○ 

光学機器であり，画像は

機器の性能に大きく影響

を受ける。画像処理法が

計測データの精度に影響

を与える。 

表層部の浮き ◎ 

漏水・遊離石灰 ◎ 

③赤外線法 
コ ン ク リ ー ト 表 面

温度 
ひび割れ △ 

結果による温度差かそれ

以外の要因による温度差

かを判断するために昼夜

２回 測 定 するのが望 まし

い。乾いたひび割れなど，

温度変化が出にくい場合

には，測定が困難。 

コ ン ク リ ー ト の 品

質 の ば ら つ き ( 分

布） 

◎ 

コ ン ク リ ー ト の 品

質 

(強度・W/C) 

○～△

ひび割れ ◎ 

④超音波法 

超音波伝播速度 

共振周波数 

回折波の位相 

豆板・浮き ◎ 

周 波 数 が 20kHz ～

200kHz の範 囲 にある超

音波を使用するが，測定

手 法 が大 きく分 けて３種

類あり，測定方法や評価

できる項目が異なる。(共

振 周 波 数 の 測 定 で は ５

kHz の波を使用する場合

は 衝 撃 弾 性 波 法 に 近

い。) 

⑤打音法 
打 撃 音 の 振 幅 と

周波数 
豆板・浮き ◎ 

可聴音を数値化して欠陥

の存在を表示できる。 

豆板・浮き ○ 

ひび割れ深さ ○ 

コ ン ク リ ー ト の 強

度 
○ ⑥衝撃弾性波

法 

弾性波伝播速度 

共振周波数 

部材の厚さ・長さ ◎ 

超音波法よりも低周波数

(20kHz 以下)を使用する

ので減 水 が小 さく，深 い

位 置 に あ る 欠 陥 の 検 出

や部材厚・基礎の根入れ

深 さ の 測 定 が 可 能 で あ

る。 

ひ び 割 れ 発 生 位

置 
○ 

⑦AE 法 

弾性波の発生数・

エネルギー・振 幅

などをコンクリート

表面で検知 

ひ び 割 れ の 進 展

状況 
○ 

荷 重 が作 用 したときにコ

ン ク リ ー ト 中 に 発 生 す る

微小な弾性波を検知する

ため，外部からのノイズ，

コンクリ ート自 体 の劣 化

の進行が大きい場合には

測定が難しい。 
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表 2.2-23 検査手法と評価できる項目(2) 

検査手法 
直接測定する 

項目 
評価できる項目 適用性 摘要 

豆板・浮き ○ 

⑧レーダ(電磁

波)法 

放 射 し た 電 磁 波

の反射波の検出 
鉄筋の位置・かぶ

り 
◎ 

数百 MHz～数 GHz の波

を使用するが，周波数が

高いと精度は向上するが

探 査 深 度 は小 さくなる。

配 筋 用 の レ ー ダ で は

15cm 程 度 である。表 層

付 近 の深 さ方 向 の精 度

が低い。 

鉄筋のあき（間隔） ◎ 

鉄筋のかぶり ◎ 
⑨ 電 磁 誘 導

法 

磁 性 体 の 有 無 ・

大 きさ・ 距 離 によ

る磁束の変化 鉄筋径 △ 

計 測 機 器 が 発 生 し た 磁

束 に 影 響 を 及 ぼ す 鉄 筋

が複数存在すると，誤差

が大 きくなり測 定 が困 難

となる場合がある。 

ひび割れと鉄筋の

関係 
◎ 

鉄 筋 の か ぶ り ・ あ

き 
○ 

⑩Ｘ線法 Ｘ線の透過量 

鉄筋の腐食量 △ 

免許を持った技術者が，

設定した管理区域内で作

業しなければならない。 

鉄 筋 腐 食 の 可 能

性 
○ 

⑪ 電 気 化 学

的方法 

鋼材の自然電位 

鋼 材 表 面 の電 気

抵抗 鉄筋の腐食速度 ○ 

鋼 材 表 面 の電 気 化 学 的

な反応を測定する方法で

あるため，測定結果は測

定 時 の温 度 やコンクリー

トの含水率などに影響を

受ける。 

圧縮強度 ◎ 

中性化深さ ◎ ⑫小径コア法 

直径 20mm のコア

を採取して試験を

実施する 塩化物イオン量 ○ 

ソフトコアリング協会の会

員が高回転コアマシンに

よって実施する。 

コンクリート強度 ◎ 

⑬引抜き試験

法 

アンカーピンの引

抜き力 コンクリートの品質 △ 

圧縮強度がおおよそ２～

40N/mm2 の範囲のコンク

リートの強度を推定する。

鉄筋コンクリートでは鉄筋

に注意が必要。 

O2，CO2 透過量 ◎ 

⑭ 透 気 試 験

法 

コ ン ク リ ー ト 表 面

に設 置 したチャン

バ ー 内 の 空 気 の

吸引時間 

コンクリートの品質 ◎ 

平坦なコンクリート表面に

チャンバーを設 置 して比

較的簡易に測定できる。

コンクリートの含水比など

の影響を受ける。 

⑮ 光 フ ァ イ バ

ー法 

光 学 ストランド応

用センサー 

フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー

型 

マイケル村型 

BOTDR 応用セン

サー 

部材の変形 ◎ 

ファイバー内の光の透過

量の違いによって，ファイ

バ ー の 伸 び 量 を 計 測 す

る。部 材 全体 ・構 造 物全

体の変形を計測できる。 
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図 2.2-1 各検査法で使用する波の周波数帯の概要 

 

衝撃弾性波  

打音  

超音波  AE 

レーダ（電磁波) 

デジタルカメラ

X 線  

赤外線  
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2.2.3 近年の非破壊検査技術の研究状況  
日本国内や海外の研究状況について、以下のようにまとめた。今回調査した学会等は、

日本国内では、土木学会、日本建築学会及び日本コンクリート協会の過去３年間を、海外

では、平成 15 年度にドイツで行われた International Symposium Non-destructive 
Testing in Civil Engineering 2003（NDT-CE 2003）とした。調査した各論文の概要等を

資料編（資料 1）に示す。  
(1) 日本国内の状況  

検査手法毎の年代別論文数を表 2.2-24、図 2.2-2 に、検査手法の分布を図 2.2-3 に、

目的別論文数を表 2.2-25、図 2.2-4 に、目的別分布を図 2.2-5 に示す。  
非破壊検査法に関して調査した文献の中で、研究対象としている手法について比較的

論文数の多いものは、赤外線法、超音波法、打音法、衝撃弾性波法であり、毎年 10 件

以上の論文が発表されている。次に、デジタルカメラ法、AE 法、レーダ法、Ｘ線法、

電気化学的方法、小径コア法が多く、毎年５件程度である。年代別には、特別に研究が

増えたもの、減ったものはなく、年ごとの論文数はほぼ同数であった。  
目的別には、外観変状に関するものが半数以上を占め、コンクリート強度やその他の

物性値に関するものが次に多く、鉄筋位置や腐食、施工管理（PC グラウトの充填状況）

に関するものが続いている。また、外観変状の中では、表面の浮き・はく離・はく落に

関するものが半数程度を占め、最近問題になっている第三者影響度に関する性能の低下

に対応する研究が行われている。一方、塩分量や中性化などコンクリート構造物の耐久

性能に影響する劣化因子に関するものは、非破壊検査ではまだまだ少なく、今後の発展

を望みたい。ちなみに、塩分量の測定に関するものは、本調査研究で着目している近赤

外分光法に関するものと電磁波法によるものであった。  
(2) 海外の動向（NDT-CE 2003）  

検査手法別の検査内容毎の論文数を表 2.2-26、図 2.2-6 に、検査手法別の検査対象毎

の論文数を表 2.2-27、図 2.2-7 に示す。また、検査手法の分布を図 2.2-8 に、検査内容

の分布を図 2.2-9 に、検査対象の分布を図 2.2-10 に示す。さらに、論文数が多い超音波

法の検査内容を図 2.2-11 に、レーダ法の検査内容を図 2.2-12 に、超音波法の検査対象

を図 2.2-13 に、レーダ法の検査対象を図 2.2-14 に示す。  
検査手法毎の分布では、Ultrasonic(超音波法 )、Radar(レーダ法 )が多く、各々20 件

（23.3％）、15 件（17.4％）であった。次に、Impact elastic wave、Acoustic emission、
Thermal infrared、X-iographic test、Impact vibration、Microwave 等が多くなってい

る。検査内容毎の分布では、内部欠陥、強度、ひび割れ、品質評価等に関するものが多

く、検査対象毎には試験体レベル、橋梁、床版等に関するものが多かった。その中で、

特に論文数が多かった超音波法とレーダ法についてみると、超音波法は、コンクリート

の品質、ひび割れ、内部欠陥、空気量等について測定したものが多く、主として試験体

を対象に行われている。一方、レーダ法は内部欠陥、強度、鉄筋位置を対象にしたもの

が多く、主として橋梁や床版などの実構造物を対象に行われている。  
また、国別の検査手法を表 2.2-28、図 2.2-15 に、検査内容を表 2.2-29、図 2.2-16 に、

検査対象を表 2.2-30、図 2.2-17 に示す。さらに、論文数が多かったドイツ、日本、イギ
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リス、アメリカ、フランスの検査手法を図 2.2-18 に、検査内容を図 2.2-19 に、検査対

象を図 2.2-20 に示す。  
国別の論文数は、開催国がドイツであるため最も多く、アメリカ、日本、フランス、

イギリス等が多くなっている。それぞれドイツは超音波法、レーダ法が、日本は超音波

法、AE 法が、イギリスは超音波法が、アメリカは超音波法が、フランスは超音波法、

レーダ法の研究割合が多くなっており、検査内容は、ドイツは内部欠陥が、日本は品質、

ひび割れが、イギリスは電気特性が、アメリカは強度、内部欠陥が、フランスは空気量、

単位水量に関するものが多くなっている。また、検査対象は、ドイツ、日本は試験体レ

ベルが、イギリスは橋梁が、アメリカは試験体、橋梁が、フランスは床版を対象とした

研究割合が多くなっており、国毎の研究の取り組みの違いの一部を見ることが出来る。 
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表 2.2-24 年代別論文数  

No. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 

手法 

シュミット

ハンマー

法 

デジタル

カメラ法

赤外線

法 

超音波

法 
打音法

衝撃弾

性波法
AE 法

レーダ

（電磁

波）法

電磁誘

導法 
X 線法

電気化

学的方

法 

小径コア

法 

引抜き試

験法 

透気試

験法 

光ファイ

バー法 

手法別論文数 10 19 56 48 38 47 17 21 6 13 13 14 1 2 6 

2001 年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2002 年 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 論文集 

2003 年 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

2001 年 2 6 9 6 10 7 2 5 1 4 4 2 0 0 1 

2002 年 2 3 11 7 7 9 7 2 1 3 4 2 1 0 2 

土木学会 

年次 

学術 

講演会 2003 年 1 7 12 3 8 14 5 3 1 2 0 3 0 0 0 

2001 年 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 論文集 

2003 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 年 0 0 4 7 4 4 2 2 0 0 1 0 0 1 2 

2002 年 1 0 4 6 3 4 1 4 1 1 0 1 0 0 0 

日本 

コンクリート 

工学協会 
年次 

論文集 
2003 年 2 2 6 4 2 5 0 3 0 2 3 0 0 1 1 

2001 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
構造系 

論文集 
2003 年 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 年 0 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2002 年 2 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

日本 

建築学会 

学術講演

梗概集 
2003 年 0 0 3 5 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

2001 年 2 6 18 17 14 12 4 8 2 4 5 2 0 1 3 

2002 年 5 3 16 18 12 14 8 7 2 4 4 6 1 0 2 計 

2003 年 3 10 22 13 12 21 5 6 2 5 4 6 0 1 1 
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図 2.2-2 検査手法毎の年代別論文数  
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デジタルカメラ法
6%

赤外線法
19%

超音波法
15%

打音法
12%

衝撃弾性波法
15%

AE法
5%

レーダ（電磁波）法
7%

電磁誘導法
2%

X線法
4%
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0%

透気試験法
1%

 

図 2.2-3 検査手法の分布  
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表 2.2-25 目的別論文数  

No. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 

手法 

シュミット

ハンマー

法 

デジタル

カメラ法

赤外線

法 

超音波

法 
打音法

衝撃弾

性波法
AE 法 

レーダ

（電磁

波）法

電磁誘

導法
X 線法

電気化

学的方

法 

小径コア

法 

引抜き試

験法

透気試

験法

光ファイ

バー法 

手法別論文数 10 19 56 48 38 47 17 21 6 13 13 14 1 2 6 

変色・遊離石灰・錆汁・ 

汚れ・パターン 

分類番号 

01-1 
16 5   

漏水・遊離石灰 01-2   

ひび割れ幅 01-3   

ひび割れ深さ 01-4 7 3 1  

表面の浮き・はく離・はく落 01-5 1 32 11 29 8  2 1  

外
観
変
状 

内部の空隙観察（内部ひ

び割れ、欠損含む） 
01-6 9 6 5 10 14 5 1 8  

コンクリート強度 02 10 5 3  13  

中性化深さ 03 1   

塩分量 04 3  5  

鋼材位置 05 4  6 5 1  

鋼材腐食 06 3 1  2 10  

コンクリート強度以外の物性値 07 1 11 1 5 2 1 5 2 1 2  

施工管理 08 2 3 3 15   

変状計測 09 2 3  6 
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図 2.2-4 目的別論文数  
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図 2.2-5 目的別分布  
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表 2.2-26 検査手法と検査目的毎の論文数  

検査手法
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Total 20 5 4 5 15 1 2 0 4 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Quality evaluation 3 1 1 1    1 1
Cracking 4 2 1 1 1 1    
Internal defect 2 1 1 4 3 1    
Strength 2 1 1 2 1    1 2 1
Void 1 2 1 1    
Flaking 1    
Corrosion 1 1 2    
Damage 3 1    1 1
Location of steel bar 2 1    1
Thickness 1 1    
Salt content     
Joint 1    
Mixture    
Transformation 1    1
Frozen damage    
Water content 1 1    
Diameter of steel bar    
Length    
Failure of steel bar 2    
Monitoring 1    
Strueture of capillary pore    
Classification of buried pipe 1 1    
Water/Cement 1 1 1    
Shape 1    1
Alkali silica reaction    
Stress 1    
Coefficient of elasticity    1
Honeycomb 1    
Neutrality    
Water permeability    1
Cohesive power    
Electrical property 2    2
Air permeability    
Content of cement    
Breezing    
Cover    
Roughness of surface    
Fatigue    
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Ultrasonic
Acoustic emission

Impact elastic wave
Thermal Infrared

Radar
Hammering test

Natural electric potential
Surface hardness
X-iographic test

Small size core test 
Drilling powder test

Electromagnetic test
Electrical resistance

Integrity test
Polarization resistance

Laser scanning
Optical fiber sensor

Magnetic
Surface wave

Image processing technology
Impact vibration test

Digital camera
Alternation current impedance

Pull-out test
Bore-hole camera 
Scratch remaining

Micro-tremor
Heat-drying

Electric conductivity
Microwave

Strain gage
Maturity and temperature

Rapid air-permeability test
Rapid chloride seepage test

Rapid water-permeability test
Resonance frequency

Submerged unit weight
Fluorescent seepage test

Ceramic censor
Hydrometer

Perceived censor
Penetratin resistance test

Eddy current
Stiffness drop

Mixed reagent test
Visual test

Water-solublepolymer jacking
Tomography

分
類

論文数

Quality evaluation Cracking

Internal defect Strength

Void Flaking

Corrosion Damage

Location of steel bar Thickness

Salt content Joint

Mixture Transformation

Frozen damage Water content

Diameter of steel bar Length

Failure of steel bar Monitoring

Strueture of capillary pore Classification of buried pipe

Water/Cement Shape

Alkali silica reaction Stress

Coefficient of elasticity Honeycomb

Neutrality Water permeability

Cohesive power Electrical property

Air permeability Content of cement

Breezing Cover

Roughness of surface Fatigue

 
図 2.2-6 検査手法毎の検査内容
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表 2.2-27 検査手法と検査対象毎の論文数  

検査手法 
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Total 28 5 131124 2 1 1 4 0 0 3 3 0 3 2 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Normal concrete specimen 9 2 1 2 2        1  2  1 1  1 1            1 1      1 1            
Full-scale concrete beam specimen 1 1                                                   
Tunnel     1                                                
Pile                                                     
Bridge 3  3 4 6 1   2   1    1     1            1  1               1   
Slab 2 1 2 2 4                2                                
Building 1  1  2                1             2                   
Beam                1                                     
Steel and Concrete 2    1  1  1   1                      1                   
Pre-stress concrete 2 1 2 1 1                                                
Pavement 1  1 1  1       1                    1       1             
Fiber sheet                                                     
Pier             1  1                                      
Fresh concrete 1                                                    
Harbor                                                     
Dam                                                     
Concrete pipe                                                     
Fiber concrete                                                     
Shotcrete                                                     
Pillar                                                     
Foundation of tower                                                     
Rock-bolt                                                     
Buried pipe     2              1                                  
Concrete Block 1                                                    
Elevated railroad 1  1  1                                                
Repairing materials                                                     
River structure                                                     
Concrete pole                                                     
Post-tension concrete   1                  1                                
Calble of suspension bridge                                                     
Chimney                                                     
Nuclear power station 2    1   1 1                                            
Concrete panel   1  1                1                                
Steel & reinforced concrete 1    1       1                                         
Retaining wall                                                     
Wall 1   1 1                                                
Sacred gateway                                                     
Box culvert                                                     
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Surface hardness
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Small size core test
Drilling powder test

Electromagnetic test
Electrical resistance

Integrity test
Polarization resistance

Laser scanning
Optical fiber sensor

Magnetic
Surface wave

Image processing technology
Impact vibration test

Digital camera
Alternation current impedance

Pull-out test
Bore-hole camera
Scratch remaining

Micro-tremor
Heat-drying

Electric conductivity
Microwave

Strain gage
Maturity and temperature

Rapid air-permeability test
Rapid chloride seepage test

Rapid water-permeability test
Resonance frequency

Submerged unit weight
Fluorescent seepage test

Ceramic censor
Hydrometer

Perceived censor
Penetratin resistance test

Eddy current
Stiffness drop

Mixed reagent test
Visual test

Water-solublepolymer jacking
Tomography

分
類

論文数

Normal concrete specimen Full-scale concrete beam specimen
Tunnel Pile
Bridge Slab

Building Beam
Steel and Concrete Pre-stress concrete
Pavement Fiber sheet
Pier Fresh concrete
Harbor Dam

Concrete pipe Fiber concrete
Shotcrete Pillar
Foundation of tower Rock-bolt
Buried pipe Concrete Block

Elevated railroad Repairing materials
River structure Concrete pole
Post-tension concrete Calble of suspension bridge
Chimney Nuclear power station
Concrete panel Steel & reinforced concrete

Retaining wall Wall
Sacred gateway Box culvert

 

図 2.2-7 検査手法毎の検査対象
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図 2.2-8 検査手法分布  
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図 2.2-9 検査内容分布  
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図 2.2-10 検査対象分布  
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図 2.2-11 超音波法の検査目的分布  
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図 2.2-12 レーダ法の検査目的分布  
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図 2.2-13 超音波法の検査対象分布  
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図 2.2-14 レーダ法の検査対象分布  
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表 2.2-28 国別検査手法  

検査手法
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Total 35 12 11 11 24 1 2 1 5 0 0 3 3 0 2 3 1 1 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Germany 16 2 4 3 8       1  1 1 1 2 1  3 4        1 2                   
England 3    1       1                     1                    
Poland 1 1                                                      
Japan 3 3 1   1   1      1    1   1 1                         1 1
USA 4 1 2 1               1   2 1          1 1    2 1          1
Brazil                                          1              
France 2 1 1 1 2           1     1                                
Holland                 1                  1                    
Belgium                                                         

Italy      1 1                           1                 2
Spain                    1                                    

Switzerland  2 2 1   1                                              
Canada      2                                                  
Russia                  1                 1                    

New Zealand      2                                                  
Portugal 2  1                                                   
Scotland    1                                                   
Sweden 1    1     1 1                                          
Belarus      2                                                  
Australia 1    2       1         1                                
Texas 1 1                                                      
China                                                         

Bulgaria                                                         
Iran                                                         

Malaysia   1   1                                                  
Denmark                          1                              

the United Kingdom  1                                                      
Hungary                                                         
Croatia    1                                                   
Ukraine              1                                          
Romania 1                                                       
Algeria                                                         

Czech Republic  1 1 1                                                   
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the United Kingdom
Hungary
Croatia
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国
籍

論文数

Ultrasonic Acoustic emission
Impact elastic wave Thermal Infrared
Radar Hammering test
Natural electric potential Surface hardness
X-radiographic test Small size core test
Drilling powder test Electromagnetic test
Electrical resistance Integrity test
Polarization resistance Laser scanning
Optical fiber sensor Magnetic
Surface wave Image processing technology
Impact vibration test Digital camera
Alternation current impedance Pull-out test
Bore-hole camera Scratch remaining
Micro-tremor Heat-drying
Electric conductivity Microwave
Strain gage Maturity and temperature matched curing
Rapid air-permeability test Rapid chloride seepage test
Rapid water-permeability test Resonance frequency
Submerged unit weight Fluorescent seepage test
Ceramic censor Hydrometer
Perceived censor Penetratin resistance test
Eddy current Stiffness drop
Mixed reagent test Visual test
Water-solublepolymer jacking Tomography

 
図 2.2-15 国別検査手法  

 

 



50 

表 2.2-29 国別検査内容  

検査対象 
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Total 14 11 18 11 10 5 7 6 5 2 1 1 0 2 2 5 0 0 3 2 0 2 2 2 1 0 2 1 0 2 0 4 1 0 0 0 0 1
Germany 3 3 7 1 2 2 2 2 3 1    1 1    2    2 1     1    2       
England 1 1 1     1                           2       
Poland           1                 1                
Japan 2 2   1 1   1 1       1   1                       
USA 2 2 4 5 1 1                        2            
Brazil 1                                  1         
France   1    2  1    1    1 2                 1   1      
Holland          1             1        1              
Belgium                                             

Italy        1       1  1             1               
Spain          1                                   

Switzerland   2 2  1 1 1             1                      
Canada     1 1   1   1                                
Russia 1                                           

New Zealand                              1               
Portugal       1  1          1                          
Scotland                   1                          
Sweden 1                                           
Belarus     1                                       
Australia     1  1   1                                 1
Texas 1                                           
China                                             

Bulgaria                                             
Iran                                             

Malaysia 1     1 1    1                                 
Denmark     1                                       

the United Kingdom                                             
Hungary                                             
Croatia                                             
Ukraine 1                                           
Romania                                             
Algeria                                             

Czech Republic       1                                      
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Hungary
Croatia
Ukraine

Romania
Algeria

Czech Republic

国
籍

論文数

Quality evaluation Cracking
Internal defect Strength

Void Flaking
Corrosion Damage

Location of steel bar Thickness
Salt content Joint

Mixture Transformation
Frozen damage Water content
Diameter of steel bar Length

Failure of steel bar Monitoring
Strueture of capillary pore Classification of buried pipe

Water/Cement Shape
Alkali silica reaction Stress
Coefficient of elasticity Honeycomb

Neutrality Water permeability
Cohesive power Electrical property

Air permeability Content of cement
Breezing Cover

Roughness of surface Fatigue

 
図 2.2-16 国別検査内容  
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表 2.2-30 国別検査対象  

検査対象 
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Total 24 2 1 0 22 9 7 1 5 4 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 3 0 2 0 0
Germany 7      5 3 4 1 4 2   1 1           1  1    1    1 1     
England 1 1    2 1                     1               
Poland 1      1                                     
Japan 3      1 1        1                       1     
USA 4      4 1 1   1 1          1          1     1     
Brazil 1                                           
France 1      1 2                             1       
Holland        1                                     
Belgium                                             

Italy          1    1                            1   
Spain 1                                           

Switzerland 1 1 1  2     1 1                               
Canada        2                                     
Russia              1                               

New Zealand          1                                   
Portugal 1                                        1   
Scotland        1                                     
Sweden                                      1       
Belarus 1                                           
Australia        1                    1                
Texas 1            1                               
China              1                               

Bulgaria                                             
Iran                                             

Malaysia        1                                     
Denmark         1                                    

the United Kingdom                                             
Hungary                                             
Croatia                                             
Ukraine            1                                 
Romania                                             
Algeria                                             

Czech Republic 1                                           
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図 2.2-17 国別検査対象  
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図 2.2-18 代表的国の検査手法分布  
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図 2.2-19 代表的国の検査内容分布  
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図 2.2-20 代表的国の検査対象分布  
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2.2.4 まとめ 

現状の非破壊試験は、多くの手法が試みられており、それぞれの検査手法毎に得手不得

手を理解した上で特長を生かした検査内容や検査対象が選択されている。コンクリートの

変状を評価するのが得意な非接触型のデジタルカメラ法や赤外線法、コンクリートの品質

を評価する超音波法、打音法などの弾性波を利用したもの、鉄筋の位置を調べる電磁波法、

電磁誘導法、鉄筋腐食を調べる電気化学的方法などが一般的に利用されている。今後、さ

らなる可能性を期待したい。  
また、今回実施した文献調査の範囲で以下のような傾向が確認することが出来た。  
特に興味深かったのは、国内の論文の調査では、外観変状に関するものが圧倒的に多く、

その中でも最近問題となっている浮き・はく離・はく落等の第三者影響度に関するものが

半数程度を占めていることが分かった。しかし、変状現象を評価するものがほとんどで、

その原因となっている中性化、塩分を特定するような研究はまだまだ少なく、今後さらな

る研究が望まれる。  
国際会議の論文では、超音波法、レーダ法によるものが多く、超音波法は試験体レベル

で細かな品質評価に、レーダ法は実構造物で実際に内部欠陥等について調査が行われてい

る。また、国別には、検査手法、検査内容の分布に大きな差は認められないが、検査対象

になると、日本は試験体レベルのものが多いのに対し、他の国は実構造物への適用の割合

が多いことが分かった。実構造物へ適用するには、詳細な測定も重要であるが、非接触で

広範囲の測定の出来る手法が必要であることは言うまでもない。  
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2.3 鋼構造物 
 
2.3.1 調査目的  

鋼構造物におけるメンテナンス技術の高度化のための計測機器および機械システムと

その活用方法を提言することを目的として、鋼構造物についての腐食、疲労き裂等の劣化

程度を定量的かつ効率的に把握する先端的非破壊検査手法の現状調査を行った。  
なお、鋼構造物の信頼性は主として破壊力学によって行われるので、存在するきずの形

状並びに寸法をより正確に評価することに力点が置かれている。また、材質が供用中に劣

化する恐れのある場合には、劣化の進行過程を正確に把握する必要がある。この目的に対

して、要求される精度を満たす非接触の検査手法の可能性は現在のところ皆無に近い。そ

こで、現状調査においては、まず非破壊検査における動向に関する調査を行い、さらに現

在実施されている 新の損傷評価技術について概観した。  
 

2.3.2 構造物の非破壊検査技術に関する現状調査  
(1) 非破壊検査に関する動向  

非破壊検査は、見えないきず、評価しにくい損傷を種々の物理現象を活用して顕在化

あるいは定量化する手法と考えることができ、電気、光、磁気などの多くの物理現象が

活用されてきている。  
大型の構造物が建造され始め、製造時の品質管理が強く求められてくると共に、非破

壊検査は品質管理の一つの重要な手段として活用されてきた。この目的に対しては、検

査手順の基準化が容易であり、きずの検出性や再現性に優れている必要があった。この

意味で、液体浸透探傷検査、磁粉探傷検査、放射線透過検査や超音波探傷検査が古くよ

り規格化され、多く活用されてきた。これらの検査で本来の品質が損なわれていること

が疑われるや、品質管理（QC）活動としての対応が計られ、特に溶接部等の品質確保に

大いに貢献してきた。  
一方、高度化した構造物の経年化が進むに連れて、構造物の余寿命を正確に予測する

技術が望まれてきた。特に、破壊力学によるきずの健全性を評価するには、きずの寸法

を正確に測定する手法が強く望まれた。  
非破壊検査の定量性を客観的に評価し、更に精度良い検査手法を提言することを目的

とした多くの調査研究が行われてきている。世界 15 カ国の国際共同研究となった PISC
と呼ばれたプログラムはこれの も大きなものの一つである (2.3-1)。  

1968 年に米国の圧力容器研究会議は、原子炉圧力容器の溶接部を模擬して溶接部に欠

陥を導入した 12 体の大型の溶接試験体を作製し、ラウンド・ロビン・テストによる非

破壊検査の信頼性評価に関する検討を開始している。その後、試験体の一部は欧州と日

本に送られて、試験が行われた。欧州の 10 カ国間で行われた試験は PISCⅠ計画と呼ば

れ、結果が報告されている。導入された欠陥は実際に発生するものとはかけ離れた形態

のものであったという制約はつけられたものの、当時用いられていた ASME 規格による

探傷能力は、より新しい技術を用いた方法に比べてかなり劣っているとの報告がなされ

ている (2.3-2)。  
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その後、世界 15 カ国が参加した PISCⅡプログラムが、Dr.R.W.Nichols（英国）を議

長として 1981 年に開始された。原子炉圧力容器の溶接部を模擬して、日本を含む４カ

国で製作された４体の大型溶接試験体を用いた世界 50 チーム間でのラウンド・ロビン・

テストが行われている。各チームはそれぞれ独自に提案した探傷方案に基づいて試験し、

各チームの試験結果が試験体に導入された欠陥を切断試験で明らかにした後に行われ

ている。  
超音波探傷試験における探傷感度がきずの検出性に及ぼす影響や探傷方法の組合せ

による検出性の違い、自動探傷と手探傷による違いあるいは同じ探傷方法間での試験結

果の分散など多くの検討が行われている (2.3-3)。これらの結果を受けて、当時の ASME
規格の規格改定が検討された。  

更に、従来の探傷手法に比べて、 新の探傷技術の結果が優れていたことの指摘がな

されている。但し、全ての新技術が優れていたわけではなく、６つの優れた探傷手法が

選別されている。図 2.3-1 に、信頼性の高い探傷方法として推奨された探傷結果を要約

した (2.3-4)。不合格欠陥に対して、正しく不合格と判定できた確率 MCRP は、重要なき

ずを的確に検出し、寸法測定において正しく不合格を判定できたことを示している。推

奨された手法の中に水浸での集束探傷法や超音波 TOFD 法が含まれていた。  
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0

 
図 2.3-1 PISCⅡラウンドロビンテストで推奨された特殊探傷手法  
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一方、これらの定量性の高い探傷手法を、増大し続ける経年構造物に適用すると、膨

大な保全コストを要する結果となる。このために合理的に保全を進める手法が望まれて

くる。リスクの概念を用いた Risk-Based Inspection（RBI）は、これに対して大きな期

待が寄せられた。構造物・機器に発生する損傷の発生確率と、損傷が生じたときの被害

の大きさを考慮してランク付けし、リスクの高い部位には重点的に対処し、ランクの低

い箇所の検査を軽減していく手法である (2.3-5)。  
例えば、API Recommended Practice 580 を作る目的で石油化学会社 19 社が共同で

検討した RBI があり、これには定性的から定量的な手法まで３つのレベルで手法が開発

されている (2.3-6)。定性的手法では図 2.3-2 に示す１～５までの５つの不具合発生の可能

性と、Ａ～Ｅまでの発生したときの重大性に区分される 25 のマトリックスでリスクを

ランク付けている。より定量的な評価では、過去の検査記録、装置の設計や過去のメン

テナンス記録だけでなく、種々のプロセスの安全装置や健全性に影響を及ぼす全ての観

点が解析に取り入れられていく。  
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図 2.3-2 Risk-Based Inspection における定性的リスクに基づく  

ランク付けマトリックス  
 
ここでは、例えば構造物にどのような安全装置、監視装置が取り付けられているか、

どのような被害が周辺に及ぶかなどによりリスクのレベルは大きく変わってくる。リス

クの高い部材に集中して資源を投入することで合理的に構造物全体のリスクを大幅に

低減できる。  
一方、リスクを正しく評価するためには、構造物に起こりうる損傷をどのような検査

で評価するか、また検査で常に損傷を検出できるか、多くを検出できるか、ほとんど期

待できないかなどの検査に対する信頼性を明確にすることが求められる。  
また、評価されたリスクに応じた検査計画を明らかにする必要がある。リスクの高い

部位に対しては、より高精度な検査手法の適用が必要になろう。一方、リスクのより小

さな部位に対しては、検査の省略や高速での検査手法の適用が推奨される。  
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また、構造物を損傷の度合いによらずに定期的に稼動を一時止めて行っていた定期検

査を、構造物の損傷程度に応じて定期検査時期を設定する状態監視が検討されてきてい

る。損傷の度合いを評価するために、稼動中での外部からの検査や監視方法が検討され

てきている。これらの傾向により、検査技術は高精度な計測技術から、より高速で一度

により広い領域の検査ができる手法までの種々の多様化が求められてきている。  
一方、検査技術が多様化し、また検査システムに高度化されたコンピュータによる解

析技術も用いられてくるにつれて、検査手法を画一化した規格により規定することがよ

り困難になりつつある。また、規格化してもガイドライン的になり、多くの要素が検査

員の能力に委ねられる結果となる。これに伴って、Performance Demonstration（PD）

が議論されてきており、規定される場合も見られてきている。PD とは、実際に構造物

に発生すると同様の欠陥を試験体に作製し、準備した検査要領書に従って検査し、規定

されたきずの検出性ときずの寸法測定制度を有していることを実証することを義務付

けるものである。  
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(2) 現状における各種非破壊検査技術の紹介と整理  
1) 内在きずの定量化のための非破壊検査技術  

破壊力学的にき裂に対する残存寿命を予測するには、特に板厚方向の深さ寸法を正

確に測定する必要がある。この場合、きずが内在する場合の検査法としては、放射線

透過試験と超音波探傷試験が用いられる。  
(a) 放射線透過試験  

放射線透過試験は、放射線を試験体中に透過させ、きずなどの存在によって変化す

る放射線の透過強度を一般にはフィルムに感光させて評価する方法である。  
材料中に引け巣やブローホールなどの空洞やスラグ巻き込みなどのきずが存在す

ると、健全部ときず部で板厚差が生じ、透過する放射線の強度に差が生じる。透過し

た放射線をフィルムに感光する事で、きずの平面的情報を撮影することができる。  
放射線透過試験の種類は用いる線源とフィルムにより分類できる。管電圧 10～

100kVp の軟Ｘ線装置は軽金属などの撮影に用いられる。鋼材を対象にした可搬式の

Ｘ線装置としては管電圧 100～300kVp のものが一般に広く用いられている。  
この他、高エネルギーのＸ線装置として１～15MeV のライナックや 15MeV のベー

タトロンが固定式で一般に用いられ、板厚数百ミリの鋼材の探傷にも用いられている。

また、60Co や 192Ir などの放射性同位元素を用いるγ線照射装置なども用いられてい

る。フィルムは粒状性に対応して種々のものがあり、測定精度や探傷能率を考慮して

使い分けられる。  
きずの像をフィルムに撮影するのに対し、撮像管を用いて、デジタル画像としてブ

ラウン管に表示する方法や、イメージングプレートを用いて画像を記憶し、レーザを

用いて像を再生する高感度の手法が開発されている。これらの手法によれば探傷結果

をデジタル記録として保存できる。放射線を種々の方向から試験体に照射し、複数の

素子で受信した透過線を断層解析し、試験体の断面の画像を再生させるＸ線 CT 装置

も用途に応じて適用されている。  
放射線透過試験は、試験体の両側にアクセスして線源とフィルムをそれぞれ設置す

る必要があり、稼動中もしくは定期検査における適用に限界があることも多い。また、

探傷結果は平面的であり、深さの情報が極めて少ない欠点がある。これを補うため複

数の方向から放射線を透過させて撮影し、幾何学的にきずを立体的に捕らえる試みも

なされている (2.3-7)が、寿命予測を必要とする定期検査に放射線透過試験が用いられる

ことは比較的少ない。  
(b) 超音波探傷試験  

超音波探傷試験は、耳に聞こえない音である超音波を試験体中に送受信させ、きず

などの存在で生じるエコーを評価する方法である。  
PISCⅡラウンド・ロビン・テストにおいて従来の探傷手法に比べて６つの特殊な探

傷手法による結果が優れていたことが報告された。この６つの手法の中に、集束探触

子法（水浸法）と TOFD 法が見られる。TOFD 法は近年国内でも寸法測定精度に優れ

ていることが注目され、実機への適用が進められている。ここではこれらの手法を中

心として、きずをより定量的に測定するために検討されている超音波探傷手法につい

て述べる。  
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a) 集束探触子による方法  
電気信号を機械振動に変換する圧電素子を用いて一般に超音波を送受信する。圧電

素子を組み込んだ超音波センサーを探触子と呼び、一般には平板状の圧電素子が用い

られる。平板状の圧電素子から送信された超音波は試験体中を伝搬するにつれて拡散

し、超音波ビームを形成する。従って、超音波ビームはきずに広がりを持って入射す

る。一方、凹面の圧電素子を組み込んだ探触子を集束探触子といい、一定の距離で超

音波ビームを細く絞ることができる。  
きずの寸法は探触子を走査したときに求まるエコー高さ分布に基づいて測定され

ることが多い。このときの超音波ビーム幅によるきずの輪郭のボケが測定誤差の大き

な要因となる。探傷感度を高くしてきずを測定すると、きずの輪郭を大きく測定し、

また隣接するきずの境界を不明確にし、時にはノイズや擬似エコーとの判別を困難に

する。  
一方、き裂などの面状のきずの反射は超音波の面への入射角に大きく依存するので、

低い探傷感度ではき裂の傾きによっては検出が困難になり、過小に寸法を評価する結

果となる。集束探触子の絞られた超音波ビームを用いることで、探傷感度をより高く

してもきずの輪郭をより明確にでき、寸法測定精度を向上できる。  
図 2.3-3 は平板振動子を用いた通常の探触子と比較して、集束探触子を用いて自然

欠陥を対象にきずの高さの測定精度を検討した試験結果を示している (2.3-8)。横軸は、

きずの端を定義するエコー高さ（しきい値）を示している。縦軸は誤差を示す誤差の

平均値と標準偏差値を示している。通常の探触子の場合には、例え誤差の平均値が零

になるしきい値を採用しても、誤差の標準偏差値は大きく、測定誤差は相当大きくな

ることがわかる。一方、集束形探触子では、誤差の平均値及び標準偏差値ともに零に

近づく改善された範囲のあることが注目される。  
 

 
図 2.3-3 板厚 200mm の突合せ溶接部のきずを集束探触子で探傷して求めた  

きず高さ測定精度に及ぼす評価レベルの影響  
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b) 端部エコー法と超音波 TOFD 法  
超音波 TOFD 法は特にきずの板厚方向の寸法（きず高さ）を精度よく測定できる手

法として、構造物の診断目的で比較的多く適用され始めている (2.3-9)(2.3-10)。前項で述

べたように、超音波探傷試験はきずからのエコーの大きさにしきい値を設け、一定の

エコー高さ以上のきずの像の広がりから寸法を計測する。これに対して超音波 TOFD
法は、一般に高い探傷感度を用いてきずの端部で散乱する微弱なエコーを受信し、得

られたエコー高さと音源位置の関係を画像化することできずの寸法を評価する方法で

ある。面での反射波を受信しないように探触子を配置すると、端部での散乱波のみを

受信し、これの伝搬時間から幾何学的にき裂の端部位置を正確に測定することができ、

きずの寸法を正確に計測できる。  
この方法によく似た手法に端部エコー法がある。例えば、裏面に開口して発生する

割れに対して、探触子を前後走査させると、超音波ビームがき裂先端部に入射すると

きに端部エコーが得られ、さらにき裂の開口部に超音波ビームが入射するときにコー

ナー反射による高い反射波が得られる。このときにき裂先端部の散乱波の音源位置を

求めてき裂の高さを測定できる。図 2.3-4 に本方法の原理と、オーステナイト系ステ

ンレス鋼 SUS304 の溶接熱影響部に発生した応力腐食割れのき裂高さ測定結果の例を

示す (2.3-11)。  
本方法は、一般の超音波探傷試験に用いられるパルス反射式超音波探傷装置を用い

て行うことができる利点があるので、比較的広く活用されている。また、探触子には

通常の斜角探触子を用いて行われるが、微弱な端部の散乱エコーをより明瞭に識別す

る目的と、端部の位置をより精度良く読み取る目的で、集束探触子を用いて行われる

ことも多い。  
 

 

図 2.3-4 端部エコー法の原理とオーステナイト系ステンレス鋼配管の  
応力腐食割れのきず高さ測定精度の例  
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図 2.3-5 に超音波 TOFD 法の原理を模式的に示している。きずのない健全部では、

表面を伝搬するラテラル波（Ａ波）と裏面で反射する反射波（Ｃ波）が現れる。内部

にきずが存在すると、更にきずの端部で散乱して得られる散乱波（Ｂ波）が得られる。

得られた信号波形の振幅（エコー高さ）をカラー（濃淡）表示させると、一本の線で

表示でき、これを探触子の直線走査に対応して並べると探傷画像が得られる。従って、

探傷画像は探触子位置と超音波が送受信される伝搬時間の関係を示し、得られた音圧

はカラー（濃淡）で表示される。 

 

 
図 2.3-5 超音波 TOFD 法の概要  

 

図 2.3-6 には表面および裏面に開口した高さが順次異なるノッチを探傷したときの

画像を例として示している。きずを端面から観察したときの画像を示唆している。し

かし、探傷画像の縦軸は超音波の伝搬時間を示し、きずの深さの情報を示しているが、

リニア表示にはなっていない。  
 

図 2.3-6 超音波 TOFD 法での探傷例  
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なお、きずの端部からの散乱波の伝搬時間と端部位置との関係は、探触子位置とき

ずとの相対位置の関数でもある。このためにきずの深さ位置を正確に測定するには、

探触子をきずの長手方向に直交する方向にも走査させ、２つの探触子間距離の中央に

きずが位置するときの も小さい伝搬時間を用いて深さを測定する。 

図 2.3-7 は疲労き裂を三点曲げ試験で進展させ、き裂の各進展過程でそれぞれ超音

波 TOFD 法によりき裂高さを測定して実測値と比較した結果である。超音波 TOFD
法でき裂高さを測定した時点で破面にビーチマークを残しておき、試験終了後に破断

した破面からビーチマークを読み取ってそれぞれの超音波 TOFD 法実施時のき裂高

さの実測値としている。き裂の進展を精度よく監視できているといえる。  
本方法は比較的簡便にき裂の高さを得ることができ、また、きずの検出に用いる場

合には溶接線方向に探触子を直線的に走査するだけなので、探傷速度も速いなどの優

れた特徴を持っている。  
反面、面での反射波に比べるとはるかに微弱な端部の散乱波を受信するために、探

傷の感度は極めて高く、用いる探触子によっては S/N 比が小さくなり、きずの端部と

ノイズの識別が難しくなることもある。図 2.3-8 は波数の少ない探触子（広帯域型探

触子）と波数の多い探触子（狭帯域型探触子）による疲労き裂を探傷した超音波 TOFD
画像を比較した結果である。S/N 比に差のあることがわかる。  

表面近傍のきずでは、ラテラル波ときず散乱波のビーム路程差が生じにくく、きず

の深さ測定に影響を受けることもある。また、用いる探触子の指向性によっては、一

回の探傷できずを評価できる範囲が限定され、板厚の厚い場合では数回の探傷を行っ

て、全溶接部の探傷を行う必要であることなど留意する必要がある。TOFD 画像の S/N
比を向上させる目的で、ウェーブレット解析を用いた信号処理を行い、効果を得たと

の報告も見られる (2.3-12)。  
 

 
図 2.3-7 超音波 TOFD 法による疲労き裂の進展計測例  
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広帯域探触子         狭帯域探触子  

（振動子寸法：10φ）   （振動子寸法：10×10mm）  

図 2.3-8 探触子の違いによる TOFD 画像の変化  
 

c) フェーズドアレー超音波探傷  
超音波の放射現象の説明にホイヘンスの原理が用いられる。任意の波面の形は非常

にたくさんの同一周波数の球面波（素元波）から構成されており、全ての波面はその

前の波面を原点とした素元波の包絡線として表わすことができる。このことは、振動

子を微小に分割して、それぞれの素子を同時に励起させても、互いの素子からの波が

干渉しあえば一つの連結した振動子と同様に音場を形成させることができることを意

味している。このように微小分割した素子を並べ、それぞれを独自に励起できるよう

にした探触子をフェーズドアレー探触子と呼んでいる。  
例えば隣接する複数の素子を同時に励起させて一つの垂直探触子と同様の音場を

形成させ、励起する素子を順次一つ毎ずらせていけば、図 2.3-9(a)に示すように垂直

探触子を機械的に走査する変わりに電気的な走査が可能になり、高速な画像表示がで

きる。より重要な活用方法は、各素子を励起させる時期を順次ずらすことによって得

られる。  
例えば図 2.3-9(b)に示すように、隣接する素子の励起させる時期を順次片側に遅ら

せていくと、A－A’面のように素子面に傾いた向きに進行する超音波が発生し、斜角

探傷の電子走査が可能になる。また、順次励起させるタイミングを少しずつ変えるこ

とで、潜水艦のソナーのように超音波の進行方向の角度が順次変化する扇状の走査（セ

クタ走査）が可能になる。この探傷法では、面状欠陥の場合に、より垂直方向に超音

波がきずの面に入射する可能性が高くなり、検出性の向上に寄与できる。  
 



 68

 
(a) 電子スキャン           (b) 斜角探傷  

図 2.3-9 フェーズドアレー探傷の概念  
 
一方、素子の励起の時期を対象的に変化させることで、超音波ビームを集束させた

り、より拡散させたりもできる。集束ビームはきずの寸法測定精度向上などの目的で

用いられるが、凹型の振動子を用いた集束探触子の場合には、特定の深さで超音波ビ

ーム径が 小になる。このため、きずの深さによっては測定精度に影響を及ぼす欠点

がある。すなわち、深さの異なるきずの評価には、焦点距離の異なる複数の集束探触

子を使い分ける必要がある。  
これに対してフェーズドアレー探傷では電気的にビームを集束させるので、集束深

さを電気的に変化させた探傷も可能になる。超音波ビームを点状に集束させるために、

リング状の振動子を隣接させたリングアレー探触子も用いられている。  
図 2.3-10 に、固定焦点（深さ 25mm）の従来の集束探触子と比較して、フェーズド

アレーによる電子フォーカッシング（集束深さを任意に変えて、集束位置のデータの

みを自動的に記録する方法）による各深さ位置の３mmφ横穴の探傷結果を示してい

る。固定焦点の集束探触子では、焦点位置に当たる深さのきずは鮮明に評価されてい

るが、焦点位置の異なるきずでは像がぼけて表示されている。一方、フェーズドアレ

ーによる電子フォーカッシング探傷では、ほぼ全てのきずの評価が鮮明にできること

がわかる。  
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従 来 法 （ 焦 点 深 さ 2 5 m m ）  フ ェ ー ズ ド ア レ ー 探 傷  

（ 電 子 フ ォ ー カ ッ シ ン グ ）   
図 2.3-10 固定焦点（深さ 25mm）集束探触子とフェーズドアレー探傷（電子  

フォーカッシング）の探傷結果の比較  
 

d) その他の方法 (2.3-13) 
通常のパルス反射式超音波探傷器を用いてきずの寸法を測定するその他の方法に

横波・表面波モード変換法（回転表面波法）がある。この方法は、きずの上端部に横

波超音波が入射したときに、端部エコーを発生させると同時に端部で表面波へのモー

ド変換が生じ、図 2.3-11 に示すようにきずの断面方向の表面を回転し、再び入射位置

の上端位置で横波にモード変換して探触子で受信される性質を用いている。すなわち、

端部エコーとモード変換した表面波がきずを回転して受信するエコーとのＡスコープ

上でのビーム路程差Δｘより次式によりきずの高さＨを推定する方法である。  
 
    面状きずの場合  
      Ｈ=（ＣＲ／ＣＳ）・Δｘ  
 
    球状きずの場合  
      Ｈ＝（２／π）（ＣＲ／ＣＳ）・Δｘ  
 
    ここで ＣＲ：表面波の音速  
        ＣＳ：横波の音速  
 
きずの形状が複雑な場合などでは端部エコーときずを一周して戻るエコーの識別

が困難になることもあり、端部エコー法ほどは使用されない。  
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図 2.3-11 横波・表面波モード変換法（回転表面波法）の概念図  

 
新しい検査手法として、開口合成法やホログラフィー法が開発されており、試験的

な適用が試みられてきている。  
開口合成法とは、超音波を集束させるために、ある開口幅の各点で得られた超音波

波形の試験体中の各位置までの伝搬距離に対応する波形を加算して画像化する方法で

ある。図 2.3-12 に概念図を示す。凹面の振動子を用いた集束探触子では、測定位置が

深くなるほど振動子も大きくする必要があり、探触子を走査させることが困難になる。

開口合成法では開口量を任意に変化することで、必要な深さの集束情報を任意に得る

ことが可能になる。  
 

走査
　ｘ

探触子

試験体 欠陥

ローカス上の振
幅を加算

 
図 2.3-12 開口合成法の概念図  

 
超音波ホログラフィー法には、レーザ光線を用いた光学ホログラフィーの原理を用

いたものと、各深さに対応する周波数ペクトラムを求め、逆変換でその位置の複素振

幅を求めたディジタルホログラフィーのものがある。すなわち、開口合成は時間軸情
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報での開口合成であるが、ディジタルホログラフィーは周波数軸情報での開口合成を

行う方法である。開口上で受信された各点で受信された複素振幅（振幅と位相）の平

面関数をフーリエ変換して周波数スペクトラムを求め、周波数軸において各深さに対

応する周波数スペクトラムを求めて逆変換で各位置の複素振幅を求める方法である。  
この他、断層画像を求める超音波 CT や、１～２GHz の高周波数の超音波をミクロ

領域に入射して画像化する超音波顕微鏡なども開発されているが、構造物の検査に用

いられた例はほとんどない。  
電気信号を機械振動に変換するための圧電素子を用いた探触子による超音波探傷

試験では、超音波を試験体に伝搬させるために、試験体表面に液状の接触媒質を塗布

し、探触子を走査する必要がある。接触媒質を塗布することなく非接触で探傷するた

めの開発が行われている。電磁超音波探傷、レーザ超音波探傷、空中伝搬超音波探傷

などがこれにあたる。  
電磁超音波探傷の も単純な原理を図 2.3-13 に示す。導電性のある試験体にコイル

を置き、これに高周波電流を流すと試験体中に渦電流が発生する。これに静磁界を作

用させるとローレンツ力が試験体中に働き、超音波振動を直接試験体中に発生させる

ことができる。磁石と高周波電流を流すコイルの形状の組合せによって種々の形の超

音波を試験体中に発生させることができる。  
非接触の特徴を生かして、熱間での検査に製鉄所などで用いられているが、構造物

の診断に対しては感度が不足する嫌いがあり、現状での適用例は少ない。  
 

送受信コイル

磁界

渦電流

ローレンツ力

 
図 2.3-13 電磁超音波の基本的原理の模式図  

 
レーザ超音波探傷はパルス状のレーザを試験体表面に照射し、熱衝撃で超音波を試

験体中に直接送信する方法であり、試験体表面の変位を光学的に測定することで超音

波を受信する。航空機の機体の検査に適用した例は一部聞かれるが、構造物の診断に

用いた報告はほとんどない。  
一方、空中伝搬超音波探傷は、超音波を直接空気伝搬させて探傷するものであるが、

空気と金属の音響インピーダンスにあまりにも大きな違いがあり、伝搬効率が悪く探

傷に用いられることはない。  
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2) 表面きずの定量化のための非破壊検査技術  
き裂開口面側からき裂を評価する方法には種々の検査手法が用いられている。一般

には液体浸透探傷試験や磁粉探傷試験がきずを検出し、表面の形状を確認する目的で

多く用いられている。  
一方、液体浸透探傷試験や磁粉探傷試験は表層部きずの検出や表面におけるきずの

形状を確認する目的で使用されるが、きずの深さを定量的に測定する目的での使用は

困難である。表面のき裂の深さを定量的に測定する方法には、超音波を用いた表面波

法、電位差法及びより局部的な寸法を正確に求めるために改良された集中誘導電位差

法や渦流探傷法がある。  
(a) 液体浸透探傷試験と磁粉探傷試験  

液体浸透探傷試験は、表面に開口しているきず内部に浸透液を浸透させ、きず内部

の浸透液を残したまま余剰な浸透液を除去し、現像液を適用してきず内部の浸透液を

表面に拡大させて指示模様を形成させ、きずを検出する方法である。  
浸透探傷試験は浸透液には染料が蛍光のものと染色のものがあり使い分けられて

いる。また余剰浸透液の除去方法にも水洗性、後乳化性、あるいは溶剤除去性のもの

がある。染色の場合は、浸透液に赤色染料を用い、現像材の微粉末の色を白色とする

ことで指示模様のコントラストを大きくしている。現像剤を使用する現像法には乾式

現像法、湿式現像法と速乾式現像法のものがあり、用途に応じて使い分けられている。

一般の構造物では、揮発性溶剤に白色微粉末を縣濁させた速乾式現像法を、エアゾー

ル缶で使用することが多い。  
磁粉探傷試験は、強磁性体の試験品に磁場を作用させ試験品の表面及び表面直下に

磁束が発生させ、この磁束を遮るようなきずが存在すると、磁束が外部に漏洩して局

部的な磁場が生じるので、これに微細な磁粉を吸着させて磁粉模様を形成させる方法

である。磁粉模様はきずの幅に比べて数倍から数十倍以上になるために、微小なきず

でも目視で検出できるようになる。  
磁粉探傷試験は磁化方法や磁化電流の種類（交流、直流、脈流、衝撃流）によって

分類され、磁粉の顔料に蛍光塗料を用いた蛍光磁粉と非蛍光磁粉によっても分類され

る。試験体への磁粉の適用方法により乾式法と湿式法に分類される。乾式法は空気を

媒剤として磁粉を試験品表面に直接吹き付けるか、あるいはふりかける方法である。

湿式法は磁粉を白灯油または添加剤入りの水に分散させて試験品表面に適用する方法

である。  
磁粉模様の観察時期による分類として連続法と残留法がある。連続法は磁化中に磁

粉の適用と観察を行う方法であり、残留法とは磁化を完了した後に磁粉の適用と観察

を行う方法である。  
液体浸透探傷試験はきずが表面に開口している場合にのみ検出可能であるが、磁粉

探傷試験では表層部近傍に埋没したきずの検出も可能である。図 2.3-14 に埋没したき

裂の磁粉探傷試験（極間法）での検出試験の一例を示す (2.3-14)。一方、液体浸透探傷試

験は表面が特にポーラスでない限り、一般に多くの材料に適用できるが、磁粉探傷試

験は非磁性体材料などには適用できない。  
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図 2.3-14 磁粉探傷試験（極間法）による埋没した表層部割れの検出性  
 

(b) 超音波探傷手法  
表面波法とは、表面を伝わって流れる表面波の性質を利用して、き裂が表面に開口

して存在すると、表面波もき裂に沿って伝搬するためにき裂の表面をき伝搬する時間

に相当する遅れが生じることからき裂の深さを計測する方法である。一探触子法及び

二探触子法による測定が行われる。二探触子法による場合の測定方法を図 2.3-15 に示

す。探触子間距離を一定にして、き裂の存在するときの伝搬時間とき裂の存在しない

部位での伝搬時間の差Δｔを求め、次式より深さｄを計測できる。  
 
       ｄ＝Δｔ・ｖｓ／２  
 
       ここで、ｖｓ：表面波の音速  
 
一探触子法では、き裂開口部からのエコーの伝搬時間とき裂下端で散乱して再びき

裂部表面を伝搬して探触子に戻るエコーとの伝搬時間差よりき裂深さを測定する。ま

た、き裂下端部で散乱してモード変換が生じ、縦波又は横波となって試験体底面に達

し、反射して下端部で再び表面波に変換して得られるエコーとの伝搬時間差よりきず

深さを求める表面波・横波（縦波）モード変換法などもある。き裂が深い場合には、

前に述べた端部エコー法で下端位置を測定する方法も用いられる (2.3-13)。  
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伝搬時間

きずによる遅れ時間

探触子

表面波

 
図 2.3-15 表面波法の概要  

 
(c) 電位差法  

導電性材料に電流を流すと、二点間に電位が生じる。きずが存在すると、電流はき

裂面に沿って流れ、電流の経路が長くなり抵抗が増えて電位も増大する。この変化量

よりき裂の深さを測定できる。電位差法は直流を用いる直流電位差法（DCPD）と交

流による交流電位差法（ACPD）に大別される。また、交流電位差法には電流を直接

流す方法のほかにも電磁誘導を用いて集中的に特定の部位に電流を励起する集中誘導

電位差法などがある。  
(d) 渦流探傷法  

電磁的手法の代表的手法として渦流探傷法が知られている。コイルに数 MHz 以下

の交流を流して導体に近づけると、導体中には表面に沿って円形の方向の渦電流が発

生する。きずの存在によって渦電流の流れが影響を受け、このとき、コイルのインピ

ーダンスの変化やコイルに誘起される電圧の変化を測定してきずの探傷を行うことが

できる。しかし、この方法は、一般に表面状態の影響を受けやすいとされている。  
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3) 内部の材質劣化評価の非破壊検査技術  
内部の材質劣化の評価手法として超音波の活用が考えられる。超音波の音速は弾性

係数、ポアソン比、密度の関数であり、材質劣化に伴ってこれらの関数のいずれかが

変化すれば音速も変化することになる。従って、音速を精度良く監視できれば材質劣

化を評価できる可能性が高い。また、同時に材質劣化は超音波の減衰量にも影響を及

ぼすと考えられる。  
しかし、構造物の音速や減衰を正確に測定し、監視するのは極めて困難である。超

音波の音速は伝搬距離を伝搬時間で除して求められる。例えば数％未満の僅かな音速

変化を求めるには、伝搬距離も４桁以上の精度で求める必要がある。裏面から反射す

るエコーを用いる場合に、実構造物の板厚をこのような精度で得るのは不可能である。

また、減衰を測定する場合にも裏面の腐食の状態などでエコー高さも大きく変化して、

高精度の測定は不可能になる。  
二つの種類の異なる超音波を用いて、同一個所で伝搬時間を測定して両者を比較す

ることが考えられる。例えば、超音波で音速異方性のない材料の残留応力を計測する

場合には、振動方向が互いに直交して異なる二つの横波を用いて、同一個所の底面エ

コーの微少な伝搬時間差を測定して主応力差が求められる。同様に縦波と横波の超音

波伝搬時間の比を求めて、水素侵食などの劣化の度合いを評価したとの報告がある

(2.3-15)。  
材質劣化に伴ってノイズの発生状況に変化が生じ、これを監視する超音波ノイズ分

析法がクリープ損傷などの監視に用いられている。底面エコーが得られる前の時間軸

の領域にゲートを設け、結晶粒界からの散乱波の干渉で生じるノイズを監視する方法

である。この方法によれば、裏面の状態に依存することなしに情報を得ることができ

る。  
図 2.3-16 に超音波ノイズ分析法の原理を示す (2.3-16)。底面エコーの手前にゲートを

設けて採取された RF 波形は周波数解析される。クリープ損傷により微小ボイドが発

生すると、微小ボイドによる散乱エコーもノイズ成分を形成する。 もこれの特徴の

現れる高い周波数成分範囲の積分強度を求めてノイズ値とする。このノイズ値を監視

することでクリープ損傷などの材質劣化評価に使用できる。  
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図 2.3-16 超音波ノイズ法の原理  

 
図 2.3-17 は、損傷前の材料のノイズ値との比を取り、クリープ損傷比との関係を示

しているが、よい対応が得られている。なお、応力を負荷しないで同一の熱履歴のみ

を与え、時効のみを行った場合には、このノイズ値比にはほとんど変化が生じないこ

とも確認されている。図 2.3-18 はミクロ組織観察を行って、クリープ損傷に伴って結

晶粒界に生じるボイドを観察してボイド率を求め、これとノイズ値比の関係を求めた

結果である (2.3-17)(2.3-18)(2.3-19)。よい対応が得られており、ノイズ値比の増大はクリープ

損傷に伴うボイドの増大を評価していると考えられている。従って、定期的に同一個

所のノイズ値を監視することでクリープ損傷の進行状況を監視できる。  
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＊ クリープ損傷比：（クリープ試験時間/クリープ破断時間）×100
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図 2.3-17 クリープ損傷比と超音波ノイズ値比の関係  
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図 2.3-18 クリープ損傷におけるボイド面積比とノイズ値比の関係  
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4) 表面劣化の計測  
表面の材質劣化評価法には、硬さ、組織などの評価も可能であり、またＸ線や陽電

子を用いた非破壊検査手法も検討されている。  
(a) 組織観察  

一般には、対象の部位からレプリカを採取して組織観察が行われる。また、近年で

はビデオマイクロスコープやレーザ顕微鏡を用いて直接ミクロ組織を観察する試みが

なされている (2.3-20)。クリープボイドの発生状況の観察や結晶粒の変形などが評価され

る。  
(b) 硬さ測定  

超音波硬さ計などの実機計測用機器が開発されており、予め求めた損傷のマスター

曲線を用いて評価がされている。  
(c) 電磁気学法  

脆化した組織を電気化学的に評価する方法や、磁気ノイズに注目したバルクハウゼ

ン法が検討されている。  
(d) Ｘ線解析法  

疲労損傷に伴う結晶粒の方位の変化をＸ線回折で求める方法や、残留応力の測定に

用いられている。また、イメージングプレートを用いることで数十倍の感度が得られ、

結晶方位のゆがみをＸ線回折で求めることで、破壊寿命の 10～20％といった初期の疲

労損傷を評価できるとの報告もある (2.3-21)。  
(e) 陽電子消滅法  

陽電子を試験体に照射すると、結晶の価電子と消滅する場合と、空孔などの存在で

消滅する場合で発生するγ線の波長帯域に変化が生じる。これを利用して疲労損傷な

どの評価が検討されている (2.3-22)。図 2.3-19 に陽電子消滅法の原理を、また図 2.3-20
に疲労損傷の計測例を示す。  
(f) その他  

対象部位から微小な試験体を切出し、材料中の析出物を抽出して形態を測定する方

法や、直接微小試験体の機械試験を行って残存寿命を評価する方法 (2.3-23)も検討されて

いる。  
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図 2.3-19 陽電子消滅法による疲労損傷の検出（原理）  
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図 2.3-20 SUS304 の室温高サイクル疲労試験試料の陽電子消滅測定結果  
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5) 腐食損傷の評価方法  
腐食減肉を測定する監視方法や電気化学的に腐食を監視する方法が適用されてい

る。  
(a) 腐食減肉の監視方法  

超音波による垂直探傷法によって肉厚を定期的に測定して腐食／磨耗の損傷監視

が広く構造物に対して適用されている。肉厚を超音波が往復する伝搬時間より計測す

る。塗膜が施されている場合には、塗膜厚さを除いた板厚を計測するために、第１底

面エコーと第２底面エコーとの時間差から板厚が求められる。また、電子機器の発達

で、μm オーダーで減肉を連続監視することも可能になっている。  
腐食が進行する過程において AE 波が発生することが知られ、石油貯蔵タンクの外

壁に AE センサを張り巡らせて、底板の腐食を監視する方法が欧米で数多く適用され

てきている。AE 波の発生は、酸化皮膜が成長する過程で体積膨張を伴い、このとき

に発生する歪で皮膜にき裂が生じて発生すると考えられ、このときにかなり振幅の高

い AE 波が発生することが確認されている。  
図 2.3-21 は管理され腐食のほとんど見られない 100,000kl 重油タンクでの測定結果

と、腐食による AE の発生状況を観察する目的で、長期間雨曝しになり腐食した直径

６ｍのタンクに水を張り、AE 計測を行った結果を比較して示している。複数の AE
センサーに到達する AE 波の伝播時間差から音源位置を標定し、各音源位置を底板上

にプロットした結果を示している (2.3-24)。なお、腐食したタンクの測定は、タンク内に

水を張った後、１週間放置して、側板の周方向に等間隔に取り付けた３個の 30kHz
の AE センサーで行っている。  

腐食における AE 波は波が比較的長い時間に渡って連続する傾向を持つ。10,000μ
sec.以上の長い連続時間（duration）を持つヒットに対する音源位置標定を行った結

果を示している。腐食タンクの場合、多くの音源位置のプロットが見られ、また腐食

が激しいと考えられる領域が見られる。  
 

 
100,000kl 石油貯蔵タンク 腐食タンク 

音

源

位

置

標

定

結

果 

 
図 2.3-21 腐食のほとんど見られない 100,000kl 石油タンクと長時間放置され  

腐食が進行したタンクの AE 測定結果の比較  
（10,000μsec.以上の duration を持つヒットの位置標定）  

 



 81

なお、AE 計測では、雨、風などの気象条件によってノイズの影響を大きく受ける。

測定は、穏やかな時間を選んで、一般には１時間の計測を行って、発生する AE 波の

ヒット数や、位置標定による音源位置の集中度合いなどを考慮して評価される。ノイ

ズの影響を受ける場合には評価はより厳しい判定結果となり、安全側の評価となる。

欧米では過去の多数の測定結果をデータベース化し、これに基づいて作られた評価基

準に従ってタンクをランク付けしている。この結果、AE 評価結果で腐食が著しく進

行している危惧がある場合は速やかな内部の点検補修が求められ、連続使用が可能と

判断されれば AE 評価結果によって特定の期間の連続稼動が認められる (2.3-25)。  
タンク底板の減肉測定に、欧米では磁束漏洩試験法（MFL）が適用されている。超

音波法では一般に格子状に定点測定されるのに対し、本方法は比較的高速に測定でき、

全面探傷が行われることが多い。  
この他、短冊型あるいは丸棒型の試験片をフィールド内に設置し、一定期間後に取

り出して質量の減少分より腐食の度合いを評価するクーポン法（質量減法）や、微量

の電流を試験体に印加して、その電位応答から腐食速度を求める電気化学的方法が用

いられている。  
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6) 防食システムの劣化評価のための非破壊検査技術 

鋼構造物を大気、土壌などの腐食環境下で使用する場合、塗装または電気防食など

による耐久性確保が不可欠となっている。したがって、これら鋼構造物では腐食によ

る材料劣化の点で、塗装、電気防食などが正常に機能しているかどうかの判定が重要

となる。ここでは、 新の塗膜劣化評価手法および防食システムの劣化評価法につい

て調査した。  
(a) 塗膜劣化評価法  
a) 塗膜の劣化  

塗膜の劣化とは、環境などの外的要因により塗装初期に保持している塗膜性能が低

下することである。鋼構造物に塗装された塗膜の劣化には下記のような現象がある

(2.3-26)。  
①さび  
さびは塗膜劣化の種類の中でも も重要な劣化指標となる。さびにはふくれを伴う

さびと、ふくれを伴わないさび、ふくれが破れて発生するさびがあり、分布状態も全

面的に均等に分布している場合、部分的に集中している場合，糸状に密集している場

合など色々ある。  
②われ  
塗膜のわれ（チェッキング、クラッキング）は塗膜内部の歪にとって生じる。チェ

ッキングは塗膜の表層に生じる比較的軽度の割れ、クラッキングは塗膜の内部深くあ

るいは鋼材の表面まで達するわれ。  
③ふくれ  
塗膜の層間あるいは金属界面に発生する気体または液体による圧力が、塗膜の付着

力や凝縮力より大きくなった場合に発生する。  
④変退色  
塗膜の色調が変化することを変色といい、塗膜の色が薄れることを退色という。変

退色は主として顔料の安定性に起因し、使用する顔料の耐久性により左右される。  
⑤失沢  
塗膜の光沢値が減少すること。チョーキングによる光沢の減少が一般的であるが、

塗膜表面の凹凸、しわ、き裂、汚れ等でも光沢は減少する。  
⑥チョーキング  
塗膜表面が粉化して消耗していく現象。  

b) 塗膜の評価法  
塗膜の耐久性に及ぼす影響因子としては、塗料の組成、種類、塗装仕様、素材の種

類、素地調整，塗装作業、使用環境など多数ある。このため、塗膜診断と寿命予測に

用いられている評価技術も多くある。塗膜評価方法には従来から用いられている方法

として、肉眼観察による塗膜劣化度判定、塗膜物性測定、電気化学測定および促進腐

食試験などがある。代表的な塗膜診断および寿命予測の評価方法を表 2.3-1～3 に示す

(2.3-27)。これら電気化学測定、塗膜物性測定などの手法は塗膜劣化メカニズムの解明の

手段として活用されているが、現地での維持管理面からの塗膜劣化の評価は目視によ

る外観観察が主体となっている。塗膜劣化程度の評価基準については、日本塗装協会
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の「塗膜評価基準」、ASTM などに示されている。さび・ふくれに関する日本塗装協

会および ASTM の判定基準を以下に示す。  
①さび  
ASTM D610-68 法：観察部分に全くさびが見られない場合を 10 とし、さびの面積

および大きさでグレードを標準図と比べて９から１に分類する。  
日本塗装協会法：観察部分に全くさびが見られない場合を 10 とし、さび発生の程

度を標準写真と比べて点数で示す。さびのグレードは８、６、４、２、０に分類する。  
②ふくれ  
ASTM D714 法：観察部分に全くふくれが見られない場合を 10 とし、ふくれの大き

さと面積から 8F～2D とランクが下がり 16 段階で表示する。  
日本塗装協会法：観察部分に全くふくれが見られない場合を 10 とし、ふくれの大

きさと面積から 8-VS～0-L とランクが下がり 16 段階で表示する。  
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表2.3-1 塗膜診断および寿命予測の評価技術(1) 

評価技術 測定方法 塗料・供試材 測定結果 腐食機構との関係 適用範囲 事例 

分極 塗装金属の腐食電位から、外部

電源を用いて正または負の電流

を与え、アノードまたはカソード反

応を強調し、得られた電極電位

変化を求める 

塗装した金属 素地金属の腐食速

度，腐食電位 

測定結果は、腐食機

構を直接反映する。 

研究室試験。 

高抵抗膜に適応困

難。 

腐食機構。 

耐食性の評価。 

寿命予測。 

インピーダンス 測定したインピーダンスから電界

面の糖化回路を推定し、各回路

素子の物理的意味を検討する。

また、測定電極を試料表面に平

面走査してインピーダンスを測定

する。 

一般の塗料 

塗装鋼材 

コンクリート中

の金属 

インピーダンス、塗

膜抵抗、塗膜（静電）

容量、tanδ、折れ点

周波数、 大位相角

での周波数 

劣化過程、塗膜下腐

食、ふくれ、ピンホー

ル、剥離。 

研究室試験。 

屋外（インピーダン

ス）。 

腐食機構。他の測定

法との比較。 

新規なパラメータの

導入による解析。 

実環境での測定。劣

化過程の解析。 

カレントインター

ラプタ 

パルス波を用い、塗膜のインピ

ーダンスを分離除去して金属素

地の腐食速度を測定する。 

塗装金属板 

コンクリート中

の金属 

  高抵抗の塗装鋼板。

塗膜に損傷を与えな

い。 

現場で測定可能 

腐食挙動に及ぼす

溶存酸素の影響。ジ

ンクリッチ塗装系へ

の応用。 

塗装コンクリート中へ

の鉄筋腐食への応

用。 

SVET 水溶液中の測定電極を振動しな

がら二次元方向に走査させ、振

動出力に同期したｉＲドロップを測

定して、腐食電流を算出する。 

熱硬化型塗料

熱可塑型塗料

カッターで傷

をつけた焼き

付け溶融亜鉛

めっき鋼板 

溶液の伝導度、電極

先端と試料表面との

距離、電極を一定に

保てば、定量性は高

い。 

カソード防食機構、

防錆顔料による下地

鋼板の防食機構 

下地鋼板の腐食性

の評価。 

適正な塗装前処理

の選定。 

塗装系の選定。 

下地鋼板の適正な

塗装前処理の選定。 

塗装系（樹脂系）の

選定。 

電
気
化
学
的
測
定 

ERT 金属板を対抗させてその間に電

解液を満たし、電圧‐電流の関係

を求める。 

電気絶縁性の

塗料 

素地は導電性

が必要 

損傷面積と電流値の

関係から定量する。 

損傷面積の経時変

化予測の可能性あ

り。塗膜自身の劣化

予測には使用されて

いない。 

小型缶などの検査で

実用化。 

損傷面の酸化、発錆

による抵抗増加が懸

念される。 

缶詰の抜き取り検

査。 
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表2.3-2 塗膜診断および寿命予測技術(2) 

評価技術 測定方法 塗料・供試材 測定結果 腐食機構との関係 適用範囲 事例 

付着性 碁盤目、描画、剥離、超音波 すべての塗料，試験

片、実構造物 

ます目の剥離状態、付着

力+靭性、素地の摩擦抵

抗+塗膜の塑性抵抗+せ

ん断抵抗+付着力、キャビ

テーション損傷、定量化不

可能な方法あり。 

付着力の小さな塗膜

はさびが発生し易く、

塗膜下での拡大が大

きい。 

試験片、実物。  

透過性 一定時間内に単位面積の塗膜

を通過する水蒸気、気体、溶存

酸素を測定する。 

全ての試料の単離

塗膜。 

重量、圧力、電解電流の

測定によって定量可能。 

水や気体の透過度と

腐食の関係は明確で

ない。 

実験室レベルであり、

現場の測定には不向

きである。 

光分子皮膜の東加

療。樹脂の気体透

過度。 

目視 見本張と比較し、項目毎の点数

を評価する。 

全ての塗料。実物、

試験片 

評価関数を与えることに

より定量化が可能。表面

に生ずる現象を評価。 

劣化の進行，変色、

強度低下（白亜下、

はがれ），塗膜下腐

食（さび，ふくれ） 

人間または補助手段

で接近可能なところ。

表面に結果が生じた

時のみ評価可能。 

JR 塗 装 工 事 設 計

施工指針。本四連

絡橋公団重防食点

検システム（案）。 

膜厚 物差しを押し当て、または転が

し、濡れを見て測定。永久磁石、

電磁、超音波プローブを押し当

て、数値を読み取る。 

全ての塗料。凸凹の

著しい供試材は不正

確な値、または測定

困難。 

平均値、標準偏差、変動

係数から定量可能。 

膜厚は、腐食促進因

子の東加速度に影響

する。 

平面または平面に近

い面に塗布された塗

膜。隅角部、狭いとこ

ろの測定不可。 

JR 塗 装 工 事 設 計

施工指針。船舶塗

装防食設計指針。 

伸び 

衝撃 

曲げ 

落球、デユポン式、チョッピング、

引っ張り、屈曲、エリクセン 

全ての塗料、遊離塗

膜が必要な場合あ

り。厚さ、大きさに規

定あり。 

引っ張り試験による応力-

歪曲線から定量可能。 

 実験室 硬化条件の検討。

塗料配合の検討。 

硬さ 鉛筆引っ掻き、切削、微小ビッカ

ース、スピードロッカー 

全ての塗料。種類、

形態特に制限なし。 

塗膜の押し込みに対する

抵抗力であり、塗膜の弾

性率に比例する。 

 実験室、現場 硬化条件の検討。

塗料配合の検討。 

AE 塗膜が破壊する際に生じる弾性

波をセンサーにより測定し,信号

の解析を行う。 

塗料、試料の種類、

形態に特に制限な

し。通常は切り板 

イベント数、リングダウン

数、 大振幅強度、周波

数分布、信号到達時間差

で定量。 

塗膜密着性との創刊

が大きいと考えられ

るが，現在基礎研究

段階。 

材料の破壊現象全般

に適応可能。実験室 

塗膜剥離によるAE

信号。 

物
理
測
定 

PAS 周期的な断続光を表面に照射

し、伝達する熱エネルギーの特

性をマイクロホンにより測定し、

金属/塗膜界面の情報を得る。 

基材および塗膜の種

類に制限なし、厚さ

には制限があると思

われる。数十mm角

の板状試験片 

試料表面を走査測定する

ことにより、直径0.05から

mm程度の界面剥離部分

を特定することが可能。 

剥離、ふくれなど金属

/塗膜界面における

劣化状態の分布を測

定できる。 

試験片の大きさ、測

定感度（剥離部の大

きさ）の範囲が限定さ

れる。 

劣化した塗装鋼板

のPAS像 
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表2.3-3 塗膜診断および寿命予測の評価技術(3) 

評価技術 測定方法 塗料・供試材 測定結果 腐食機構との関係 適用範囲 事例 

SEM 試料に加速した電子線を細く

絞って照射し、試料から発生

した二次電子を主体に幾何

学的形状観察を行う。 

特に制限なし。 

極度に耐熱性の弱い

試料は不可。 

表面のミクロ状態を視

覚的に捉え、質の良

い画像情報を得る。 

腐食機構の推定に敵

する。 

実験室。 塗膜の損傷観察。 

紫外線照射塗膜の表面観

察。 

EPMA 試料に加速した電子線を細く

絞って照射し、試料から発生

した特性Ｘ線を用いて元素分

析を行う。 

特に制限なし。 

極度に耐熱性の弱い

飼料は不可。 

表面観察との組合せ

で0.1～100μmの微

小範囲の元素分析を

行う。定量は可能。 

腐食機構の推定に敵

する。 

実験室。 

結合状態による変化が僅か

であるため、状態分析困難、

分析解析困難な場合あり。 

塗膜の表面方向の分析。 

FTIR 光路差を与えた二つの光束

を干渉させて，干渉パターン

をフーリエ変換して波数スペ

クトル塗する。販社、拡散、

ATR、MIR法。 

官能基を有する塗

料。 

液体、粉末、フィル

ム、塗装鋼。 

官能基の種類：吸収

波数。 

官能基の濃度：吸収

強度。 

塗膜系成分の変化と

安定性すなわち塗膜

成分側からの劣化過

程および耐久性。 

実験室レベル。 

試料濃度に限界あり。 

水の存在により、測定法が限

定される。 

大気暴露試験および促進腐

食試験片。 

他の評価の裏付け測定。 

ESR 磁場内に置かれた常磁性物

質に電磁波をかけ、電子スピ

ンの共鳴吸収電磁波エネル

ギーを測定する。 

フィルム、粉末、ゾ

ル。 

試料管に塗布。 

ESR信号の面積を標

準試料と比較し、不対

電子の濃度を求め

る。 

光や熱エネルギーに

よる劣化機構 

実験室。 

ラジカルの大小を比較。 

高分子の光分解。 

塗膜の光劣化機構の検討。 

樹脂の光劣化に及ぼす顔料

の影響。 

機
器
分
析 

DSC 物質の転移温度における熱

収支を計量する。 

液体、固体粉末。 

多層塗膜、塗装板な

どの負均一な試料は

不適格。 

熱量。転移温度。 酸化熱、水和熱。 

直接応用することは

極めて困難。 

TGとの組合せによりTg、Tm、

分解現象、反応温度、活性

化エネルギー。 

酸化劣化によるTgの変化。 

Tgと暴露劣化の相関性。 

Tg測定による塗膜の水吸収

量測定。 
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c) 画像処理手法を用いた塗膜評価法（Paint View）  
現在、鋼橋の塗膜調査として一般に行われている方法は、塗膜劣化度の標準図と対

比して劣化率何％またはレイテイングナンバなどで表示する目視観察法である。しか

し、この方法は容易である反面、熟練者であっても経験の差や主観による個人差は免

れない。  

そこで、これらを解決するものとして、コンピュータを利用した塗膜劣化診断や寿

命予測の開発が行なわれている。ここでは、日本道路公団により開発された画像処理

技術を応用した塗膜診断システムである Paint View(2.3-28)について紹介する。  
このシステムは、ビデオテープや写真に写した塗膜劣化の画像情報から、塗膜劣化

の諸特徴量や統計量を定量的に求め、塗膜の劣化度を評価し塗替え時期を推定するエ

キスパートシステムである。本システムの構成図を図 2.3-22 に示すが、大きく分けて

エンジニアリングワークステーションと（EWS）と高速画像処理装置から構成される。 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-22 塗膜劣化度診断システムの構成  
 
EWS では、システム全体の制御や各種特徴量・統計量の算出、操作案内や数量化

結果の表示などを行い、高速画像処理装置はビデオや写真から取り込んだ塗装面の画

像から、塗膜劣化部を抽出する。また、本システムは、劣化部の面積占有率だけでな

く、表 2.3-4 に示す各劣化部分の大きさも考慮した新しい劣化度評価基準をデータベ

ースシステムに組み込んでおり、画像データと検査情報を保存するとともに、塗装の

塗り替え時期の推定や塗り替え範囲を与えることができる。  
このほかに、画像上の寸法から実際の寸法を算出したり、斜角のある画像でも面積

などを正確に求めることができる画像キャリブレーション機能などを備えている。ま

た、塗装の劣化度合いを調べるために、劣化部の変状個数、面積、周囲長、円形度な

どの各種特徴量を算出すると同時に、これらの特徴量について統計処理，分級解析を

行うことができる機能を持っている。  
 

表 2.3-4 塗膜劣化評価基準  
さびの粒径(mm) 

面積占有率(％) 
１０以上 

５以上 

１０未満 

３以上 

５未満 

１以上 

３未満 

0.05 以上 

0.1 未満 
0.05 未満

5 以上 E E E E E E 

2 以上～5 未満 E E D D D D 

1.5 以上～2 未満 E D D D D D 

1 以上～2 未満 D D D D C C 

0.5 以上～1 未満 D D C C C C 

0.3 以上～0.5 未満 D C C C C C 

0.1 以上～0.3 未満 D C C C B B 

0.1 未満 C C B B B A 

（注）表中のグレード  A:良好な塗膜 B:やや良好な塗膜 C:要観察 D:観察を続ける E:塗り替えを必要とする 

画像モニタ 

エンジニアリング

ワークステーション

コンソール 

デイスプレー

橋梁写真 フレームメモリ

CCD 

カメラ 

画像処理装置 

8mm ビデオテープ
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(b) 電気防食システムの劣化評価  
電気防食は水中や土壌中の金属体が、腐食電池を形成してイオン化し、溶出するの

を防止するために、金属体周囲の海水や土壌などの電解質を介して金属体に電流を供

給し腐食を防止する方法であり、マグネシウム、アルミニウム及び亜鉛合金を犠牲陽

極として使用する流電陽極方式と、直流電源装置と耐久性電極を使用する外部電源方

式がある。  
鋼製パイプラインや鋼構造物の海洋および土壌における 新の電気防食基準の代

表例を表 2.3-5(2.3-29)に示す。  
 

表 2.3-5 国内での電気防食基準の代表例  
環境 

基準名 照合電極 
海洋 土壌 

海水塩化銀 －0.78V より卑 

飽和甘こう 
－0.77V より卑 

塗装併用－0.80V～－1.11V

港湾施設の技術上の基準・同解説 

運輸省港湾局監修 

日本港湾協会発行（1999） 
飽和硫酸銅 －0.85V より卑 

（海底パイプライン） 

海洋構造物と同様 

海域における土木鋼構造物の電気

防食設計指針（案）同解説 

建設省土木研究所発行（1991） 

飽和甘こう 

清浄－0.77V より卑 

汚染－0.90V より卑 

高潮流－0.77V より卑 

塗装鋼－0.77V～－1.05V 

 

飽和甘こう －0.77V より卑 消防関係法規 

危険物の器製に関する技術上の基

準の細目を定める告示（1974） 
飽和硫酸銅

 
－0.85V より卑 

飽和甘こう －0.77V より卑 石 油 タンクの防 食 および腐 食 管 理

指針 HPIS G105-1989 

日本高圧力技術協会（1990） 
飽和硫酸銅

 
－0.85V より卑 

ガス導管防食ハンドブック 

日本瓦斯協会発行（1993） 
飽和硫酸銅  

理論上－0.85V より卑

設計上－1.00V より卑

水道用塗覆装鋼管の電気防食 

指針 WSP050-95 

日本水道鋼管協会発行（1995） 

飽和硫酸銅  

－0.85V より卑 

（設計上－1.00V） 

既設の C/S マクロセル

の 解 消 の み を 目 的 と

する場 合 は－0.6V ま

たは 0.3V シフト 

海水塩化銀 －0.78V より卑 港 湾 構 造 物 の維 持 補 修 マニュアル 

沿岸開発技術センター発行（1999） 飽和甘こう －0.77V より卑 
 

 

電気防食システムの劣化、すなわち電気防食効果が低下する要因としては、防食施

設の故障や絶縁継ぎ手の劣化およびマグネシウム、アルミニウム及び亜鉛合金の犠牲

陽極の消耗などが挙げられる。建設時に、電気防食施設を設置し、完工時良好な防食

状態を示した鋼構造物であっても施工後の管理を適切に行わなければ良好な防食状態

を長時間保持できない。したがって、電気防食システムが正常に作動しているかどう

かモニタリングすることは鋼構造物の防食管理をする上で必要不可欠である。ここで

は、土壌中のガス導管の電気防食モニタリングについて紹介する。  
a) 土壌中のガス導管の電気防食モニタリング  

土壌中に埋設される高中圧のガス導管は、供給上の影響の大きさ、保安上の重要性

を考慮して外面腐食防止として塗覆装と電気防食を併用することが一般的である。  
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ガス導管の場合、電気防食のモニタリングを大別すると防食施設のモニタリングと

ガス導管のモニタリングに分けられる。電気防食施設のモニタリングは，異常や損傷

を早期に発見し、正常な稼動状態に戻すことが目的であり、ガス導管のモニタリング

は管対地電位を規定し防食状態を把握することを目的としている。  
①防食施設のモニタリング  

防食施設のモニタリングは、外部電源装置，選択排流器，強制排流器を対象とし

て，作動状況を定期的にモニタリングするものである。一般にモニタリングは作動

チェックのみの定期点検と設定レベルの適否の検討や電極装置の寿命推定などを

行うための精密点検とに分けて実施される。外部電源装置において設定した通電電

流が大きく低下した場合は、個々の電極の通電電流の調整、電極の取替えを行う。 
②ガス導管のモニタリング  

ガス導管側に異常があると判明した場合は、管対地電位を測定し原因調査を行う。

管対地電位測定用として、管路にターミナルが取り付けられており、道路上に設置

したターミナルボックス内にその端末を収納している。  
管対地電位は高抵抗の電圧計を使用しボックス付近の管路部直上付近に照合電

極として飽和硫酸銅電極を設置して測定する。東京ガスでは、防食装置 ON の状態

で管対地電位を以下の基準で管理している。  
・平均値   ：－1.30Ｖより卑  
・一分間平均値：－1.15Ｖより卑  
・ 貴値   ：－1.00 より卑  
一般に使用されているアナログ式高感度自動記録計で計測した場合は、測定チャ

ートを整理後、 貴値、 卑値、平均値を読み取り、路線別、測定点ごとに管対地

電位分布図を作成する。管対地電位分布図より防食電位を保持しない測定点は防食

管理フローにより早急に原因調査を実施する。防食電位を保持していても、分布図

より部分的な電位の落ち込みや、前回の測定値と比較し、大幅な電位の低下が認め

られた場合は、別途原因追及調査を実施する必要がある。  
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7) 状態監視のための非破壊検査技術  
短時間で構造物の各部位における状態監視を行い、監視結果に基づいて処置を決定

するための診断技術が開発されている。  
(a) AE 法  

国内での AE 法の適用事例に比べて、欧米では近年盛んに構造物の AE 診断が行わ

れてきている。一例として、図 2.3-23 にフィジカルアコースティック（PAC）グルー

プが北米、ヨーロッパなどの世界各国で実施した AE 試験件数の推移を対象機種別に

示した結果を示す (2.3-30)。地上式貯蔵タンクへの適用事例は 1991 年以降に急激に増大

してきていることがわかる。一方、国内では圧力容器の耐圧試験時の AE 計測などに

限られ、適用事例はまだ少ない。  
 

 

図 2.3-23 PAC 社の世界での AE 実機適用例  
 
欧米における貯蔵タンクへの AE 適用事例の多くは、腐食及び腐食に関連する腐食

疲労や応力腐食割れの検出の目的で行なわれている。図 2.3-24 は腐食損傷過程に関連

した AE 発生源に関して示したものである (2.3-30)(2.3-31)。主な発生源には、クラック先

端の塑性域内で生じる変形、変態、介在物の割れ、クラック進展による微視割れや厚

い酸化皮膜の破壊が考えられている。さらに二次的なものとして、カソード反応に伴

う水素ガスの発生、変動荷重下における割れ面同士のこすれる機械的要因や、割れ内

部に生じた腐食生成物の破壊による AE などが考えられている。特に割れ面が変動荷

重下で擦れる機械的要因による AE などは実際の AE 計測では重要な AE の発生源と

いえる。  
 



 91

 

 
図 2.3-24 腐食、SCC、腐食疲労における AE 発生源  

 
図 2.3-25 は、腐食に関連した各種の AE 発生源の相対エネルギー（ 大振幅値）と

イベント数の関係を示したものである (2.3-30)。化学プラントなどにおける定常運転時に

おける環境雑音は数 100μV～１mV との報告があるが、これから見ると不動態皮膜の

破壊、金属の溶解や水素発生などの AE を稼動中に監視するのは困難と考えられる。

一方、応力腐食割れや腐食疲労割れの発生や微視割れの合体による巨視割れの発生、

厚い酸化皮膜の破壊と剥離、割れ面同士のこすれなどの AE は十分に検出できる可能

性が示唆されている。  
 

 
図 2.3-25 AE 発生源とその振幅値レベル  
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現在、圧力容器や貯槽などへの AE の適用方法としては、稼動を中止して構造物が

過去 12 ヶ月間に経験した 大負荷の数％程度の過負荷を加えて行う方法と、操業中

に計測を行う方法が主に用いられている。また、高温構造物を停止してクールダウン

する期間中に AE 計測した実例の報告も見られる (2.3-32)。過負荷を加えて計測する方法

では、数％程度の過負荷でき裂が必ずしも進展するとは限らないが、既存のき裂面同

士が擦れることで発生する音やき裂内の腐食生成物の破壊する音が AE 音源になると

考えられている。  
一方、稼動中の AE としては、重油貯蔵タンクなどの底板腐食を監視する目的で、

タンク側板の高さ１m 程度の周囲にセンサーを並べて、約１時間監視する方法が例と

してあげられる。この他、過酷な環境の貯槽を定期的に AE で監視し、評価基準を下

回ったために補修を行い、その後再び評価基準を満たして操業を行っている例 (2.3-33)

や、大型低温タンクの保冷材の下に AE センサーを取り付けて連続監視している例な

ど種々の報告が見られる。  
クールダウン時の計測としては、冷却過程で生じる熱応力などが過負荷応力となり、

損傷の疑いのある範囲を抽出して、冷却後に集中的に検査が行われている。  
AE 計測方法の近年の特徴としては、コンピュータ技術の飛躍的な発展に伴い、AE

波形をコンピュータに取り込んで、周波数解析などを含めた種々の波形の特徴を評価

し、ノイズと信号を積極的に分離する試みがなされるようになってきていることがあ

げられる。  
(b) ACFM 法  

ACFM (Alternating Current Field Measurement) 法は電磁的手法の一つで、高速

の表面検査手法として欧米で適用されているものである。特に、塗膜やスケールがあ

っても、前処理で除去することなく検査ができ、また水中での使用も可能であり、水

中にある海洋構造物の溶接部の供用中検査にも適用されている。  
ACFM 法は図 2.3-26 に示すように、電磁誘導によって試験体表面に平行な電流を

流し、この電流によって励磁される磁束分布を測定する方法である。割れなどのきず

が存在すると、きずの両端での電流密度は高くなり、きずの長手方向の磁束密度はき

ずの両端で大きくなる。また、きずの端部においてはきずを迂回して回転方向の電気

の流れが生じ、板厚方向の磁束を発生させる。この電流の回転方向はきずの両端で逆

方向となり、板厚方向の磁束はきずの両端で逆方向となる。  
図 2.3-27 にアレーにした ACFM 法でのきずの探傷結果の例を示している。板厚方

向の磁束 Bz 分布にきずの両端を示す位相の逆転したピークが見られ、これよりきず

の長さを正確に測定できる。一方、きずの長さ方向の磁束 Bx 分布では、きずの中央

に相当する位置で低い磁束密度が観察されており、これの値を予め求めたキャリブレ

ーションの値と比較することできずの深さを求めることができる。  
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Bz

均一な入力電流

Ｘ方向
（深さ方向：Ｚ）

Bx

時計方向の流れ
＝正のBｚ反時計方向の流れ

＝負のBｚ

（ａ）板厚方向の磁束密度（ＢＺ）分布

（ｂ）試験体表面の電気の流れ方を示す模式図

（ｃ）きずの長手方向の磁束密度（ＢＸ）分布

間隔が密集した電流線
=高いBｘ

間隔が離れた電流線
＝低いBx

 
図 2.3-26 ACFM 法の原理  

 

  

Bz 分布 

Bx 分布 

 
図 2.3-27 アレーにした ACFM 法による画像探傷結果の例  
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(c) ガイドウェーブ法  
ガイドウェーブ法は、配管にラム波を長距離伝搬させて、伝搬途上の腐食などの損

傷を評価する方法である。図 2.3-28 は電磁超音波によって配管にラム波を送受信させ

る MnS システムの概要を、また図 2.3-29 には探傷結果の例を示している。探傷波形

の横軸は、ラム波が送信されてからの伝播距離を示し、配管長手方向のどの位置に損

傷があるかがわかるが、週方向のどの方位に損傷が位置するかは評価できない。なお、

溶接部などからのエコーも生じるために、予め配管の設計図面と比較しながら評価す

ることが望まれる。  
この方法は、センサーの取付け位置のみ配管を露出させれば、他の評価範囲の部分

は保温材に覆われていても、あるいは埋設されていても検査が可能である。どの程度

の距離をラム波が伝搬できるかは配管の形状、内部流体あるいは配管外周の状況で異

なってくるが、理想的な場合には数十メートルの検査が一度にできる。  
 

Permanent Magnet
Baias Field Unit

Quad-Coil Adapter

Quad-Coil Assembly

Sensor Cables

Junction Box

System Cable

Signal, Sync, and
Monitor Cables

Computerized Data
Acquisition and Analysis Unit

MsSR 1000

 
図 2.3-28 ガイドウェーブ探傷（MnS）の概要  
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6000

3000

配管試験体（100A sch40 ：114.3mm OD×6.0mm ｔ×6000mm 

1500

模擬欠陥（15％） 溶接部 端部 

1000

プローブ 
ガイドウエーブ 

2000

 
図 2.3-29 ガイドウェーブ探傷（MnS）結果の例  

 
(d) サーモグラフィー  

赤外線サーモグラフィーを用いた設備診断は、非接触で遠隔計測が可能なこと、高

速での計測が可能なことや暗闇での計測ができることなどの特長を持っており、得ら

れた温度分布画像から設備診断に応用することの検討が盛んになされてきている。  
例えば、電気設備において送電線の接続スリーブの接触不良や腐食などに起因する

異常発熱を遠隔で監視したり、発電、変電設備における変電設備の異常発熱、接続端

子の接触不良などの検出に容易に適用されている。  
プラント設備においても、煙突や配管の断熱不良や断熱材の劣化などの監視に適用

されている。また、石油タンクに蓄積されるスラッジの量を、原油との熱伝導の差か

ら温度変化として外部より計測するのに用いられる他、製鉄プラントの断熱材の劣化

に伴う異常発熱の監視などに用いられている。  
この他、土木・建築においても外壁剥離診断などの多くの適用例がある。  
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8) 連続監視技術  
超音波探傷試験ではセンサーを高温構造物に接近させる必要があり、高温構造物の

連続監視を行うためには耐熱性に優れたセンサー（探触子）が必要になる。従来の超

音波探触子には、圧電素子を取り付けるのに有機系の接着剤を使用しているため、急

激な温度変化に対して接着部に剥離が生じることもあり、また、高温や高湿において

接着部の劣化が生じる。接着の替りに、セラミックス製の圧電素子をろう付により金

属接合することで耐熱性を 500℃近傍まで大幅に改善した高温用探触子が開発されて

いる (2.3-34)。また、有機系を排し、金属接合したことで耐放射線性も大幅に改善でき、

10MGy のγ線照射にも感度低下ないことが確認されている (2.3-35)(2.3-36)。図 2.3-30 に

探触子の構造を示す。  

 
図 2.3-30 高温超音波センサーの構造  

 
この高温用の超音波センサーは多数の小口径配管が炉心部に配置されているカナ

ダ原子炉（CANDU 炉）の炉心近傍に多く使用され、配管の減肉を連続監視し、必要

に応じて水処理による腐食制御を行っている (2.3-37)(2.3-38)。図 2.3-31(a)に高温用超音波

センサー（探触子）の配管への取付けの例を示している。探触子と配管の間に柔らか

い金箔を挟み、取り付けたバネによって加圧することで金箔を介して超音波を試験体

に伝達させ、長期間の安定した超音波の伝達を可能にしている。測定した超音波波形

は 新のデジタル・シグナル・プロセッシングにより解析し、数μm での減肉測定を

可能にしている。図 2.3-31(b)に本方法によって配管の減肉を連続監視した結果の例を

示している。なお、温度による音速変化は、配管近傍に取り付けた熱電対で温度を測

定することで補正している。  
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   (a) 監視要領            (b) 監視結果  

図 2.3-31 高温での減肉連続監視  
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また、ドップラー効果を利用した流量計にろう付式の高温超音波センサーを用いて、

高温での流体の流速をオンラインで連続監視している。この他、２個の縦波斜角探触

子を対向させて試験体に取付け、き裂先端で散乱する散乱波を受信すること（超音波

TOFD 法）で、き裂の進展を監視している。き裂の進展量はき裂先端からの散乱波の

伝搬時間の変化量より幾何学的に求めることができる。図 2.3-32 に 300℃でき裂の進

展監視を行った試験結果を示している。３点曲げにより疲労き裂を進展させて行った

試験で、き裂の進展を高温で精度よく監視できている (2.3-39)。  
 

 
図 2.3-32 TOFD 法による 300℃におけるき裂進展の連続監視試験結果  

 
また、き裂を進展させるためのスリットを導入した薄を構造物に取り付けておき、

構造物が疲労損傷を受けるとスリットから疲労き裂が進展することから、これの進展

量を監視して疲労損傷度を評価する疲労センサーが開発され、適用されてきている。  
この他、光ファイバーを用いた歪量や変位の監視や、あるいは光ファイバーによる

AE 計測の活用も検討されてきており、構造物の連続監視としての期待も高まってい

る。特に、光ファイバーのコア部に一定周期で屈折率を変化させ、歪の発生によって

変化するブラック反射光の波長変化を評価する FBG 方式によれば、歪計測や AE 計

測などを同時に行える利点があり、ハイブリッドセンシング技術として期待されてい

る。  
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(3) 現状課題の分析  
構造物の損傷は使用温度及び環境によって千差万別である。このために、種々の非破

壊評価技術が開発され適用されてきていることがわかる。今後更に評価精度を上げるこ

とが要求されると共に、構造物の老齢化に伴って、増大するメンテナンスコストの削減

と、更なる長寿命化に対して新たな評価手法の開発が望まれているといえる。  
構造物・機器に発生する損傷の発生確率と、損傷が生じたときの被害の大きさを考慮

してリスクをランク付けし、リスクの高い部位に集中的に保全のための資源を投入し、

リスクの低い部分に対しては検査を軽減もしくは省略していく Risk-Based Inspection
（RBI）による保全手法を用いることで、結果として保全コストの低減に有効であるこ

とが国内外で確認されてきている。また、検査を軽減するための状態監視の検査手法も

種々開発・適用されてきていることを前項の調査で明らかになった。  
例として、AE 法を用いて石油タンクの底板の腐食を評価し、状態に応じて補修する

か、あるいは更に一定期間の継続使用を行うかを判断している例を前項 7)で紹介した。

これらの検査手法の活用を国内でも推進することも重要であるが、連続監視システム、

すなわち遠隔検査システムを導入することで更にリスクを低減し、大幅な保全コストの

削減に寄与できると考えられる。  
また一つは、 適な補修時期、補修範囲及び補修方法を予め予測するための技術開発

である。例えば、一定の期間の間隔で実施している定期検査において、重大な損傷が見

出された場合に、改めて詳細調査方法を検討し、次回定期検査までの信頼性を評価する

必要が生じ、安全に余裕を持たせた判定が必要になる。また、大規模な補修が緊急に必

要であると判断されれば、材料の発注や補修のための人員確保などの膨大な経済負担を

伴う。損傷の進展速度を正確に予測できれば、計画操業が可能になり、経済負担は軽減

する。  
一例として、CANDU 炉における小口径配管の減肉計測の例を前項 8)の調査で見るこ

とができる。多数の小口径配管が炉心を循環している構造で、配管の減肉をミクロンオ

ーダーで監視、腐食の激しい部位を水処理などで減肉を抑制することで、全ての配管減

肉を均等に行い、適切な時期に全ての配管を交換する計画操業によってトータルコスト

の大幅な削減を計っている。  
全面腐食のように比較的損傷が一定の速度で進行する場合の予測は比較的容易であ

るが、クリープ損傷のように損傷の速度が寿命末期に急激に進行する場合においては、

損傷進展速度の把握は更に重要になる。常に正確に損傷速度を把握し、構造物が現在損

傷のどの過程に存在するかを正確に把握することは極めて意義が高い。  
現在、定期検査における損傷をより正確に評価するための非破壊評価手法の開発が進

められてきている。しかしながら、なお、存在する測定誤差をも考慮すれば、進展速度

量を定期検査で正確に把握することには限界があると考えられる。き裂進展が連続監視

によって正確に評価できたように、連続監視によって損傷速度を把握することが も可

能性が高いと言える。  
一方、クリープ損傷のように損傷末期で急激に損傷が加速するような損傷の多くは高

温で稼動する構造物において多く見られることも留意する必要がある。また、高温構造

物の多くは保温材で覆われていることが多い。これらの損傷を連続監視するためには、
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現状の非破壊評価技術を概観する限り、保温材の内部にセンサーを設置した遠隔検査以

外に方法は考えられない。  
高温構造物にセンサーを設置するためには、高温で充分に耐久性のあるセンサーの開

発が必要である。現在高温で使用可能な超音波センサーが開発され、一部実用化されて

はいるが、なおボイラーなどのクリープ損傷領域での使用には限界がある。また、電位

計測においても長期間において監視する際の電極の腐食などが、微小な変化量を計測す

るに当たっての誤差として深刻な影響を及ぼすと考えられる。  
従って、次世代型遠隔検査システムに対する課題には、以下の二つが考えられる。  

①損傷の開始に伴い、損傷の監視に注力する必要がある時点において警報を発する

遠隔検査システムの構築と信頼性の実証  
②損傷の進展を精度よく把握するために必要な遠隔監視システムの構築と信頼性

の実証  
後者においては、更に高温で安定した高温センサーの開発が不可欠と考えられる。ま

た、これらのシステムは、RBI システムと結びついてリスクの定量的な評価が可能にな

る必要があると考えられる。また、信頼性を高めるためには、単に一つの手法による監

視ではなく、複数の手法を用いたハイブリッドセンシング技術の開発にも注力する必要

があると考えられる。  
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2.3.3 まとめ  
本稿において構造物の非破壊検査技術に関する現状調査を行った。まず、非破壊検査技

術の動向について調査した。この結果、老齢化する構造物に対する保全コストの増大が懸

念されており、より合理的な保全技術としての Risk-Based Inspection(RBI)などの新しい

保全手法が期待され、リスクの高い部位の高精度の検査手法やリスクの低減を図るための

状態監視技術やリスクの低い部位に対する高速検査手法などの検査の多様化が生じている

ことを明らかにした。  
そこで、これらの検査手法を概観した。調査した検査手法は表 2.3-6～8 に要約される。 
そこで現状の検査における課題を検討した。その結果、次世代に必要な検査技術として、

センサーを構造物に取り付けて連続監視する遠隔検査手法があげられた。また、遠隔検査

手法の一つには、損傷の開始に伴い、損傷の監視に注力する必要がある時点において警報

を発する遠隔検査システムと、また一つには損傷の進展を精度よく把握するために必要な

遠隔監視システムがあると考えられた。また、監視の信頼性を向上させるために、一つの

手法でなく複数の手法を用いて行うハイブリッド型センシング技術や、高温構造物のクリ

ープ損傷などの進展速度を監視するための高温で安定したセンシング技術の開発も重要で

あると考えられた。  
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表 2.3-6 鋼構造物の非破壊評価技術一覧表 
検出すべき劣化 発生位置 評価手法 評価技術 評価の原理・特徴 

放射線透過試験  きずの存在で生じる肉厚差で生じる放射線の強度差をフィルムなどに撮影し、きずの平面的像を得る

方法。板厚方向の情報は得にくい。 

斜角探傷法 きずの面により垂直に超音波を入射させるために、試験体に超音波を斜めに入射させ、きずのエコー

高さ分布からきずを評価する方法。 

集束探傷法 凹面の振動子を用いるなどして特定の位置に超音波を集束させてきずを評価する方法。通常の超音

波ビームが拡散する探触子に比べてよりきずの像を鮮明にして評価できる。 

端部エコー法 き裂端部で発生する散乱波のピークにおける伝搬時間より端部位置を求めてきずの高さを測定する

方法。 

回転表面波法 超音波がきずの表面を伝わった後に散乱波が得られるが、きずからの直接のエコーとの伝搬時間差

よりきずの断面寸法を推定する方法。 

超音波TOFD法 送信用と受信用の探触子を、きずを挟んで対抗させて配置し、きずの端部で得られる散乱波の音源

位置を画像化してきずを評価する方法。きずの高さの評価に優れている。 

フェーズドアレー法 微小な素子を配列した探触子を用い、電子的に超音波ビームを走査したり、ビームの進行方向やビ

ームの集束特性を電子的に任意に走査させる探傷方法。短時間で大量の探傷データを採取できる。 

開口合成法 超音波を集束させるために、ある開口幅の各点で得られた超音波波形の中の試験体中の各位置ま

での伝搬距離に対応する波形を加算する方法。より深い位置の開口合成を行なうためには、より走

査する開口幅を大きくする。 

ディジタルホログラフィ

ー法 

開口合成は時間軸情報での開口合成であるが、周波数軸情報での開口合成を行なう方法。各深さに

対応する周波数スペクトラムをを求め、逆変換でその位置の複素振幅を求めるもの。 

電磁超音波法 電磁的に超音波を直接試験体中に送受信するもので、接触媒質を用いることなく探傷ができる。 

内在 

超音波探傷試験 

レーザ超音波 パルス状のレーザを試験体表面に照射し、熱衝撃で超音波を試験体中に直接送信する方法。 

表層部 液体浸透探傷法  表面に開口したきずに浸透液を浸透させ、表面の過剰な浸透液を除去した後に現像剤を振りかけて

きずの内部の浸透液を表面に露出させて指示模様を作り、きずを評価する方法。 

 磁粉探傷法  強磁性体材料の表層部に磁束を流し、きずの存在で生じる漏洩磁束部に鉄粉を吸着させて指示模

様を作り、きずを評価する方法。 

 渦流探傷試験  伝導材料にコイルを近づけると材料中に渦電流が発生する。きずの存在によって渦電流の発生状況

が変化し、これに伴って変化するコイルの抵抗や位相の変化できずを評価する方法。 

 超音波探傷試験 表面波法 表面に開口したきず部に表面波を伝搬させると、きずのない表面に沿うって表面波が流れ、きずのな

い場合に比べて伝搬時間に差が生じる。この伝搬時間差よりきずの深さを評価する方法。 

 電位差法  表面に開口したきず部に電流を流すと、きずの内表面に沿って電流が流れ、このために一定距離感

に置いた端子間の電位に変化が生じる。この電位差よりきずの深さを評価する方法。 

き裂 

 集中誘導電位作法 一本のワイヤを試験体表面において電流を流すと、電磁誘導でワイヤ直下の試験体に集中した電流

が流れる。この電流に基づく電位差を評価する電位差法。 
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表 2.3-7 鋼構造物の非破壊評価技術一覧表 
検出すべき劣化 発生位置 評価手法 評価技術 評価の原理・特徴 

縦波・横波音速比

較 

同一部位で縦波と横波による垂直探傷を行い、底面エコーの得られる伝播時間を測定し、これの伝播時間比から水素

侵食などの劣化の度合いを評価する方法。 

内部 超音波探傷試験 

超音波ノイズ法 試験体内部で発生するノイズを採取し、周波数解析を加えてノイズ成分を分析し、クリープ損傷等の劣化を評価する方

法。 

レーザ顕微鏡 レーザ顕微鏡を用いて直接試験体表面の組織観察を行い、劣化を評価する方法。 組織観察 

レブリカ法 対象の部位からレプリカを採取して組織観察を行い、材質劣化を評価する方法。クリープボイドの発生状況の観察や結

晶粒の変形などが評価される。 

硬さ測定法  超音波硬さ計などの実機計測用機器を用いて試験体表面の硬さ変化を求め、予め求めた損傷のマスター曲線を用い

て材質劣化を評価する方法。 

電気抵抗法 試験体表面の電気抵抗を測定し、予め求めた損傷のマスター曲線を用いて材質劣化を評価する方法。 電磁気法 

バルクハウゼン法 磁気ノイズに注目して材質劣化を評価する方法。 

X線 Ｘ線回折法 疲労損傷などに伴う結晶粒の方位の変化をＸ線回折で求める方法。 

陽電子 陽電子消滅法 陽電子を試験体に照射し、空孔や転移などの存在で陽電子が消滅するときに発生するガンマ線のスペクトラムに変化

が生じ、これを利用して疲労損傷などの劣化を評価する方法。 

析出物分析法 対象部位から微小な試験片を取り出し、材料中の析出物を抽出して析出物の形態を測定して材質劣化を評価する方

法。 

材質劣化 

表面 

その他 

ミニチュア機械試験

法 

対象部位から微小な試験体を切出し、直接微小試験体の機械試験を行って残存寿命を評価する方法。 

超音波探傷試験 垂直探傷法 超音波を試験体表面に垂直に送受信して、表裏面を往復する超音波の伝搬時間より肉厚を測定する方法。 

AE法  腐食が進行するときに発生するAE波を受信して腐食の度合いを評価する方法。石油タンクの外部より底板の腐食を評

価する手法などにもIいられている。 

電磁気法 漏洩磁束法 試験体に磁束を流し、減肉部で漏洩する磁束を磁気感応素子で評価する方法。 

 電気化学的方法 微量の電流を試験体に印加して、その電位応答から腐食速度を求める方法。 

減肉 

クーポン法 質量減法 短冊型あるいは丸棒型の試験片をフィールド内に設置し、一定期間後に取り出して質量の減少分より腐食の度合いを

評価する方法。 

超音波探傷試験  ボイラチューブなどの内面に付着するスケール厚さを測定するために、周波数の高い広帯域の超音波を垂直に入射さ

せて、酸化スケールと母材界面のエコーと底面エコーとの伝搬時間差より測定する方法。 

電磁気法 膜厚計 電磁式のものや渦電流式のものがあり、両者の機能を備えた機器も使われている。 

酸化スケ

ールおよ

び皮膜管

理 超音波探傷試験 垂直探傷法(高周波

数） 

溶射皮膜などの膜厚を計るために、周波数の高い広帯域の超音波を垂直に入射させて、皮膜と母材界面のエコーを抽

出して伝搬時間より膜厚を測定する方法。 

電気化学測定法 インピーダンス法な

ど 

交流電圧を印加して、得られる交流電気信号からインピーダンスや位相を評価する方法。 

機器分析 FTIRなど 光路差を与えた二つの光束を干渉させて、干渉パターンをフーリエ変換し、端数スペクトルとする。 

赤外線法 サーモグラフィー法 塗膜をパルス的に加熱して温度変化を測定し、塗巻くと母材間のボイドの発生などを評価する方法。 

腐食 

塗膜劣化

物理測定 付着力評価など 接着剤を用いて塗膜の一部を剥離させ、このときの強度を評価する方法。 
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表2.3-8 鋼構造物の非破壊評価技術一覧表 
検出すべき劣化 発生位置 評価手法 評価技術 評価の原理・特徴 

AE法  き裂の進展時などに発生するAE波を受信する方法で、稼動中の監視や耐圧試験時のき裂進

展の有無の監視などに用いられる。 

ACFM法  試験体表面に電磁誘導で均一の電流を流し、きずの存在で生じる磁束分布の変化からきず

を評価する方法。高速で塗膜の上などからも検査ができる。 

ガイドウェーブ法  配管などにラム波を長距離に渡り伝搬させ、減肉やきずの発生の有無を評価する方法。 

状態監視法 き裂、腐食 

赤外線法 サーモグラフィー 赤外線で温度変化を監視し、異常加熱部や、あるいは対象物の温度変化を利用してタイルな

どの剥離部などを評価する方法。 

減肉、き裂 超音波探傷試験 高温超音波センサー 耐熱性、耐放射線性に優れた高温超音波センサーを構造物に取り付けて、減肉やき裂進展

を連続監視する方法。 

き裂 き裂ゲージ 疲労センサー き裂を進展させるためのスリットを導入した箔を構造物に取り付けて、疲労損傷度を箔のスリ

ットからのき裂進展量として評価する方法。 

歪 歪ゲージ  ゲージ内のワイヤが歪を受けたときに変化する抵抗値を評価して歪量及び変動を評価する

方法。 

FBG方式 光ファイバーのコア部に一定周期で屈折率を変化させ、歪の発生によって変化するブラック反

射光の波長の変化を評価する方法。歪やAE測定が同時に可能となるなどの特長がある。 

B－OTDR方式 パルス状に光をファイバーに伝達し、歪を受けている部位からのブリルアン反射光の周波数

のずれ量から歪の大きさと位置を評価する方法。 

光学ストランド型 ３本の光ファイバーを撚線にし、ファイバーの微小な曲がりを光強度の低下として評価する方

法で、連続して動的挙動を捉えるなどの特長がある。 

連続監視技術 

光学 光ファイバー 

マイケルソン型 張力を与えたファイバーと張力を与えないファイバーを２本備え、両者の反射光の位相差をマ

イケルソン干渉計で測定して変位を計測する方法。温度の影響を受けにくいなどの特長があ

る。 
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第３章 コンクリート構造物の次世代型非接触･非破壊検査技術に関する検討 

 

3.1 検討概要 
 

東京大学生産技術研究所魚本研究室では、①マルチスペクトル法を用いたコンクリート

表面の塩化物イオン濃度評価および②非破壊検査（赤外線法）を用いたコンクリートの物

質移動抵抗性評価について積極的に研究が行われている。これらは遠隔から非接触・非破

壊でコンクリート構造物の塩害や中性化を評価しようとするもので、次世代型の検査シス

テムとして非常に有望な技術の一つである。本調査研究では、これらの技術に着目し、最

近の近赤外分光技術の概要を整理するとともに、本技術を実コンクリート構造物へ適用す

るための基礎研究として、パラメータをふった試験体を作製した。そして、各種の測定を

実施し、その結果から今後の実現性の評価を行うものである。以下に各検討手法の概要を

示す。  
 

①マルチスペクトル法を用いたコンクリート表面の塩化物イオン濃度評価手法の検討  
マルチスペクトル法は、リモートセンシングの技術の一つとして用いられており、地球

上のあらゆる物質が固有に反射または放射する電磁波（分光特性）を用いて構成成分を特

定する方法である。人間の目は電磁波のうち、可視域と呼ばれるきわめて狭い範囲しか観

測することができないが、リモートセンシングでは、近赤外線、熱赤外線、マイクロ波帯

域などの様々な波長帯が利用されており、特に高い波長分解能でスペクトル特性を計測す

る技術をハイパースペクトルリモートセンシングという。この技術により、可視、近赤外、

短波長赤外域（400～2500nm）の波長域にお

いて分解能 10nm 以下でスペクトル特性を連

続的に観測できるようになった。図 3.1-1 に

示すとおり、物質によってそのスペクトルが

多様であることが分かる。そこで、この技術

をコンクリート分野に応用し、既設構造物に

おける表面塩化物イオン濃度の評価を試みる

ものである。  
図 3.1-1 分光反射率特性  

 
②赤外線法を用いたコンクリートの物質移動抵抗性評価手法の検討  

一般に、コンクリートは日射や外気温変動により外部との間で熱が授受される。例えば、

コンクリート内部に空洞が存在している場合や表層部に浮きが生じていると、内部に密閉

された空気層はコンクリートに比べて熱抵抗が大きいため、欠陥部ではコンクリート内部

への熱伝導が少なくなり、欠陥部表面の温度の変動が大きくなる。そこで、この原理を応

用して、コンクリートの内部状況や状態の違い、すなわち品質の違い（微細な空隙構造の

差）を赤外線法によるコンクリート表面の温度差から評価することを試みるものである。  
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3.2 マルチスペクトル法を用いたコンクリート表面の塩化物イオン濃度評価手法の検討 
 
3.2.1 最近の２次元空間近赤外分光技術の概要  

近赤外分光技術の歴史は、1900 年代初頭から論文が発表されているが、数多くの研究成

果が報告されるようになったのは、ここ 10 年あまりのことであり、非常に新しい分野と

いえる (3.2-1)。  

これには、分光技術に用いられる光学素子の開発と、データを処理、保存するコンピュ

ータの大容量化、高速化、低価格化と、そのデータ処理を行う処理技術の進歩が大きく寄

与している。  
近赤外分光は、その分光波長域により短波長近赤外領域（800nm～1100nm）、中近赤外

波長領域（1100nm～1800nm）、長波長近赤外領域（1800nm～2400nm）に分けて考えら

れることが多い。これは、それぞれの波長領域において観測されるバンドが、分子の基準

振動の高次倍音、電子吸収などに分類できることによる。  
近赤外分光法の原理あるいは従来の点分光分析装置については、他の文献 (3.2-2)を参照い

ただくものとして、ここでは近赤外領域の２次元空間分光技術、特に最近、工業用途に適

用されつつある小型かつ高効率なイメージング分光装置について報告する。  
(1) 近赤外領域の２次元空間分光技術  

２次元空間分光測定は、２次元空間の分光情報（波長情報とその強度情報）を測定す

る技術である。２次元空間の分光情報を得るには、点分光測定器を用いて空間的に移動

させ、各点の分光情報を測定すればよいのであるが、それには、膨大な作業量と労力を

必要とする。そこで、２次元の撮像素子を用いて、分光光学系と組み合わせることによ

り、高速の２次元分光測定を行う分光測定器が考えられてきた。  
２次元空間分光測定には空間座標情報と波長特性という４つの情報を測定、処理する

必要がある。２次元の撮像素子は、一時に３つの情報しか測定することができないため、

もう一つの情報は、時系列的に測定される必要がある。したがって、２次元空間分光測

定器の測定方式には、波長毎に物体像を直接撮像し、波長を時間的に走査する方式と、

空間的には１次元の分光情報を同時に測定し、物体像を時間的に移動させることにより

２次元空間分光情報を得る方式がある。前者の方式にはマルチスペクトルカメラ、音響

光学フィルタを用いたスペクトルカメラ、液晶フィルタを用いたスペクトルカメラなど

が実用化されている。  
後者の方式は、波長を狭いバンド幅で連続的に測定することのできる１次元ライン型

２次元分光測定機が実用化されており、分光特性の違いを高感度に測定することが可能

である。  
1) マルチスペクトルカメラ  

マルチスペクトルカメラは、レンズの前あるいは後ろに測定しようとするバンドパ

スフィルタを取り付け、そのフィルタを移動あるいは回転させることにより、撮像器

により特定波長の画像を撮像する方式である。  
装置としては、移動あるいは回転装置に駆動部が必要なものの、機器構成としては

簡単であり、これまで実用的な測定器として用いられている。  
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この方式は、構造的にバンド数が限られるため、あらかじめ測定波長を選択し、そ

のバンドパスフィルタを特別に製作する必要があり、測定器としての自由度が低いと

いうことになる。また、バンドパスフィルタは、そのバンド幅は数十 nm 程度が一般

的であり、高い波長分解能を得ることは難しい。  
2) 音響光学フィルタによるスペクトルカメラ  

音響光学フィルタ（AOTF）は、音響光学効果を利用した光信号を電気的に制御す

る音響光学素子を用いた波長フィルタで、超音波によって結晶中に屈折率の周期的変

動を発生させ、光の回折格子と同じ作用を与えて、光の波長を選択的に透過させるも

のである。  
この音響光学素子を用いたスペクトルカメラでは、機械的可動部はなく、また、波

長分解能も高いことが特徴である。  
音響光学フィルタでは、複次の回折光が一方向に回折することから光学的な分離が

必要なこと、回折光が偏光特性をもつことが、場合によりその用途を制約することに

なる。  
3) 液晶チューナブルフィルタによるスペクトルカメラ  

液晶チューナブルフィルタは透過波長を電気的に制御できる光学素子であり、撮像

器のレンズの前あるいは後ろに組み込むことに容易にスペクトルカメラを構成するこ

とができ、短波長近赤外領域の２次元空間分光への適用が報告されている。  
液晶チューナブルフィルタは、バンド幅が比較的広帯域であり、波長分解能の高い

測定は困難である。  
4) １次元ライン型２次元分光測定器  

１次元ライン型２次元分光測定器は、１次元の線状領域の空間情報とスペクトル情

報を同時に測定し、その線状領域を時系列的に繰り返し測定することにより２次元空

間の分光測定を行う、連続波長を高い波長分解能で測定することのできる２次元空間

分光測定器である。  
ここでは、スペクトラルイメージング社が開発した直行軸型イメージング分光器

｢ImSpector｣を用いた、近赤外２次元空間分光測定装置について、その原理、応用例、

課題について紹介する。  
(a) １次元ライン型２次元分光器の概念  

１次元ライン型２次元分光器は、図 3.2-1
に示すように、２次元空間（Ｘ座標、Ｙ座

標）のＸ座標方向の線状領域を撮像器の垂

直軸（あるいは水平軸）に画素単位で分割

し、その分割領域の分光情報を撮像器で同

時に取り込み（波長：水平軸、波長強度：

画像強度）、測定対象あるいはセンサーが

Ｙ座標方向に移動することにより、２次元

空間の座標情報と分光情報を測定すること

ができる。  
図 3.2-1 イメージング分光の概念  
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(b) 分光器「ImSpector」の光学系  
ImSpector の概観を写真 3.2-1 に、撮像ユニットの基本構造を図 3.2-2 に示す。図

3.2-2 において、入力スリットは ImSpector の前におかれた対物レンズの結像面に位

置し、測定面の有限幅の光が ImSpector 内に取り込まれる。スリットを通した光は

ImSpector 内部のレンズ１により平行光化されプリズム－回折格子－プリズム（PGP
エレメントと呼ぶ）により分光され、さらに後方のレンズ２により ImSpector の後ろ

に設けられた２次元撮像素子面に結像される。  
ImSpector の光学的構造は、体積型ホログラフィック回折格子を基礎とし、PGP エ

レメントの構造を用いることにより、高い集光効率と良好なスペクトルの空間的直線

性を達成している。  
 

 
写真 3.2-1 ImSpector 概観  

 

 
図 3.2-2 撮像ユニットの基本構造  
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分光素子である PGP エレメントの基本原理を図 3.2-3 に示す。図 3.2-3 において、

平行光の光ビームは PGP 内で分散され、中央波長は対称的に回折格子とプリズムを

通過し、短波長と長波長は中央波長に対して上下に分散される。この結果、理想的な

光学条件からの偏たりは最小となり、幾何学的収差は最小化されることになる。  
また、分光器には平行光化のためのレンズ１と結像のためのレンズ２が設けられて

おり、これらのレンズは広い視野で低いＦ値となるように特別に設計されており、通

常の光収差を大きく低下させることにより高画質な分光画像を実現している。  
 

図 3.2-3 PGP エレメントの基本原理  
 

(c) ImSpector の基本特性  
a) 測定波長範囲  

ImSpector の測定波長範囲は、PGP エレメントの回折格子、プリズムの角度によっ

て決定される。近赤外波長領域の標準仕様として、短波長近赤外領域の測定に対応す

る 400nm－1000nm（V10 型）、中波長近赤外領域の測定に対応する 950nm－1700nm
（N17 型）、長波長近赤外領域の測定に対応する 1000nm－2400nm（N24 型）が製

作されている。  
また、測定対象に応じて狭帯域の波長範囲のものも製作が可能である。  
ImSpector では測定波長範囲に応じた２次元撮像素子をもつ撮像器が受光器として

必要となる。撮像素子は測定する波長範囲に応じて、V10 型では Si の２次元素子

（CCD）、N17 型では InGaAs の２次元素子、N24 型では HgCdTe の２次元素子が

適用されている。  
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b) 測定波長分解能  
ImSpector を用いた分光測定装置の波長分解能は、ImSpector の波長分解能と適用

する撮像素子のサイズによって決定される。ImSpector の波長分解能は表 3.2-1 に示

されるように、スリット幅により変わり、スリット幅が狭いほど波長分解能は向上す

るが、受光量は低下するので、スリット幅に応じて暗くなる。  
ImSpector から分光された光の波長軸は、撮像器の撮像素子面に約 6.6mm～7.7mm

の大きさに結像される。この結像サイズに対する撮像素子のサイズ、画素数が幾何学

的な波長分解能となる。短波長近赤外波長領域の撮像素子として用いられる Si 系の

CCD 素子では、画素サイズは 10μm 以下であり、幾何学的な分解能は１nm 以下で

ある。中波長および長波長近赤外波長領域に感度のある２次元素子は、現在のところ

数十μm 程度あり、幾何学的な波長分解能は 15nm 程度である。  
 

表 3.2-1 ImSpector の波長範囲とスリット幅に対する波長分解能  
波長分解能(nm） スリット幅 

380nm－780nm 400nm－1000nm 900nm－1700nm 1000nm－2400nm 

25μm 2 2.7 5 8 

50μm 3.2 4.4 8 13 

80μm 5 7 13 20 

 
c) 回折効率と測定感度  

分光測定装置としての測定感度は、ImSpector の回折効率と受光器として用いられ

る撮像器の波長感度特性により決定される。  
また、反射あるいは透過測定の場合には、測定系としての照明光源の発光波長特性、

発光強度も影響し、かつ重要である。  
ImSpector に用いられている透過型ホログラフィック回折格子は、狭帯域の波長範

囲では 80%～90%の高い回折効率を有し、また広帯域の波長範囲では 40%～70%の回

折効率が得られている。また、反射型の回折格子では問題となる偏光特性による回折

効率への影響は受けない。  
撮像器は、400nm－1000nm の測定に用いられる Si の CCD 素子では近赤外対応型

の CCD 素子が適当であるが、900nm 以上の波長帯では、感度は大幅に低下する。  
950nm－1700nm の測定に用いられる InGaAs の撮像素子では、ほぼ全波長領域に

わたって一様な感度特性を持っているが、短波長側、長波長側で感度の低下がある。

図 3.2-4 は、N17 型分光測定装置に用いられている Sensors Unlimited 社（米国）の  
近赤外カメラの分光感度特性を示す。  

1000nm－2400nm の測定に用いられる HgCdTe の２次元撮像素子については、こ

れまでエンジニアリングモデルにとどまっていたが、最近ようやく適用可能な段階に

なりつつある。一例として、図 3.2-5 に CEDIP 社（仏）の近赤外カメラ JADE SWIR
の感度特性を示す。  
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図 3.2-4 近赤外２次元カメラの波長感度特性  
（Su320-1.7RT：Sensors Unlimited 社）  

 

 
図 3.2-5 長波長近赤外２次元カメラの波長感度特性  

（JADE SWIR：CEDIP 社）  
 

(d) ImSpector 応用分光測定装置  
ImSpector を用いた分光測定装置は、従来の分光解析の目的ではなく、より実用的

な環境における、分光データから欠陥抽出や特定対象物の分布測定など計測装置とし

ての応用に適した分光器である。２次元空間分光データを測定対象、測定目的に応じ

た解析処理により幅広い応用が考えられている。  
a) ２次元平面分光測定装置  

最も基本的な２次元平面の分光測定装置を写真 3.2-2 に示す。この装置は、測定対

象を微小ピッチで移動可能なテーブル上に測定対象物を置き、線状の光源装置からの

反射スペクトルを測定する目的で使用される。  
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写真 3.2-2 平面分光測定機概観  

 
表 3.2-2、表 3.2-3、表 3.2-4 に近赤外波長領域対応のイメージング分光測定機の主

仕様を示す。  
400nm－1000nm の短波長近赤外領域ではスペクトルデータから RGB 変換されて

測定分光画像がカラー表示され、中波長近赤外領域、長波長近赤外領域では選択され

た波長で擬似カラー化されて測定分光画像が表現される。  
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表 3.2-2 イメージング分光測定機(400nm－1000nm)主仕様  

項   目  仕   様 

型式 V10 

測定波長範囲 400nm-1000nm 

分光方式 透過型回折格子 

幾何学的波長分解能 0.9nm 

光学的波長分解能（半値幅） 7nm 以下 

イメージング分光器 

入射スリット 80μm（50μm，25μm） 

CCD カメラ 汎用型デジタル CCD カメラ 

型式 TI-781PF 

素子数 波長軸 754 画素 

空間軸 484 画素 

イメージサイズ 8.7mm×6.5mm 

ダイナミックレンジ 10 ビット LVDS 

シャッターモード 8 段階（1/30，1/60，1/125，1/250，

1/500，1/1000，1/2000，1/4000） 

受光カメラ 

フレーム数 30 枚/秒（カメラ単体） 

プログレッシブスキャン 

PC Pentium4 2GHz 

メモリー 256MB 

HDD 40GB 

分光データ採取・保存 

（最高 30 枚/秒 1/4 サイズ） 

スペクトル解析基本ソフトウェア 

データ処理装置 

データ処理内容 

色彩解析基本ソフトウェア 
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表 3.2-3 イメージング分光測定機(950nm－1700nm)主仕様  

項   目  仕   様 

型式 N17 

測定波長範囲 950nm-1700nm 

分光方式 透過型回折格子 

幾何学的波長分解能 5nm 

光学的波長分解能（半値幅） 13nm 以下 

イメージング分光器 

入射スリット 80μm（50μm，25μm） 

カメラ 近赤外カメラ 

型式 SU320-1.7RT 

素子数 波長軸 165 画素 

空間軸 320 画素 

イメージサイズ 12.8mm×9.6mm 

ダイナミックレンジ 12 ビット LVDS 

シャッターモード 5 段階（16m 秒，8m 秒，4m 秒， 

2m 秒，1m 秒） 

受光カメラ 

フレーム数 30 枚/秒（カメラ単体） 

プログレッシブスキャン 

PC Pentium4 2GHz 

メモリー 256MB 

HDD 40GB 

分光データ採取・保存 

（最高 30 枚/秒 1/4 サイズ） 

スペクトル解析基本ソフトウェア 

データ処理装置 

データ処理内容 

模擬色彩表示基本ソフトウェア 

 



 116

 
表 3.2-4 イメージング分光測定機（1000nm－2400nm）主仕様  

項   目  仕   様 

型式 N24 

測定波長範囲 1000nm-2400nm 

分光方式 透過型回折格子 

幾何学的波長分解能 5.5nm 

光学的波長分解能（半値幅） 8nm 以下 

イメージング分光器 

入射スリット 30μm 

カメラ 電子冷却型 MCT カメラ 

素子数 波長軸 256 画素 

空間軸 320 画素 

レンズ焦点距離 30.6mm 

ダイナミックレンジ 14 ビット LVDS 

シャッターモード 設定可能 

受光カメラ 

フレーム数 120 枚/秒（カメラ単体） 

プログレッシブスキャン 

PC Pentium4 2GHz 

メモリー 256MB 

HDD 40GB 

分光データ採取・保存 

（最高 30 枚/秒 1/4 サイズ） 

スペクトル解析基本ソフトウェア 

データ処理装置 

データ処理内容 

模擬色彩表示基本ソフトウェア 
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b) ランドスケープ型２次元分光測定装置  
ランドスケープ型２次元分光測定装置は、移動させたり、実験室に持ち帰ったりす

ることのできない測定対象の分光測定に用いられる。特に屋外での測定用に適した装

置で、可搬使用あるいは観測タワーなどに設置しての使用が可能となる。装置は２次

元分光器とレンズの前に微小制御可能なミラーを設け、ミラー走査により２次元分光

画像を測定する方式である。  
写真 3.2-3 にその概観を示す。  
 

 
写真 3.2-3 ランドスケープ型２次元分光測定機  
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c) 航空機搭載型２次元分光測定機  
近年、リモートセンシングの研究分野において、分光データの重要性が認識されて

おり、既に衛星搭載型センサーにより地球規模の広域の可視光領域、近赤外領域のデ

ータ採取、解析が行われている。最近では、これに加えて、局所的な、より空間分解

能の高い分光データの採取と解析が求められている。  
航空機搭載型２次元分光測定機は、航空航測用の２次元分光測定機として開発され

たもので、可視光領域と中波長から長波長近赤外領域の分光測定が可能である。分光

測定機は地上との温度差などを考慮して温度制御されて安定な測定を行うとともに、

GPS、航空機用ジャイロなどのデータを同時に取り込み、航空機の傾き補正、地形の

補正などを行うことが可能な解析機能を持っている。  
航空機搭載型２次元分光測定は、衛星観測に比べ、簡便でかつ天候の影響を受けに

くく、また、必要なときにいつでも測定できる装置として、農業分野への適用、森林

などの植生状態の観測、湖沼などの環境計測に応用範囲を広げている。  
写真 3.2-4 に航空機搭載型分光機のセンサーヘッドの概観、表 3.2-5 に主仕様を示

す。  
 

 
写真 3.2-4 航空機搭載型分光機センサーヘッド  

 
表 3.2-5 近赤外波長対応航空機搭載型分光測定機主仕様  
F 値 2.0 

波長範囲 1000-2400nm 

波長軸画素数 254 

幾何学的波長分解能 5.5nm 

スリットサイズ 30 ミクロン 

波長解像度 8nm 

空間軸画素数 320(内 20 画素は FODIS 用) 

レンズ 30mm 

視野角 17.8 度 

画素当たりの視野角 0.054 度 

高度 1000m 撮影時の地上の分解能 0.969m 

カメラ 冷却機能付き MCT カメラ 

出力 デジタル 14 ビット 

露光時間 フレームレートと独立に設定が可能 

シャッター 
暗電流測定用にユーザーがソフトウエアでコントロ

ールできるメカニカルシャッターを搭載 

フレームレート 約 100FPS 



 119

(2) 近赤外領域の２次元空間分光測定の開発課題  
２次元空間分光測定は、近赤外分光器、分光画像撮像素子および撮像器、信号処理系

の３つの要素から構成され、さらに実用的な使用環境では、能動的測定として照明する

光源も重要な構成要素となる。基本的な機器については、実用的な段階にあると考えら

れるが、さらなる応用分野の拡大、波長分解能および分光感度の向上には開発すべき課

題も多い。  
1) 近赤外分光器  

近赤外領域の２次元空間分光測定方式として、音響光学フィルタおよび液晶フィル

タによる波長走査型の測定方式と１次元ライン型分光器による空間走査型の測定方式

ともに実用レベルにあり、短波長近赤外波長領域、中波長近赤外波長領域では実用例

も多く報告されつつある。  
特に、本報告で紹介した直行軸光学系をもつイメージング分光器 ImSpector は、小

型、堅牢で高い実用性を有しており、また、波長領域、波長分解能など光学的特性も

近赤外分光測定において十分に実用レベルにあると考えられる。  
今後の課題としては、直行軸光学系における分光透過率の改善、収差の改善などが

あげられる。  
2) 撮像素子および撮像器  

２次元空間分光測定技術において、撮像素子および撮像器は非常に重要な構成要素

である。  
可視波長領域では、CCD カメラ技術の進歩と共に、画素数、感度特性、撮像速度、

価格など大きく改善されており、今後とも、著しい発展が期待できる。また、イメー

ジインテンシファイアと組み合わせた微弱光の分光測定、冷却型 CCD カメラと組み

合わせた雑音のない高感度な分光測定など、測定目的に応じた特殊撮像器による分光

測定も可能となっている。  
しかしながら、近赤外波長領域の測定に用いられる撮像素子および撮像器は、その

性能、機能は必ずしも十分とはいえず、多くの開発課題を有している。特に、長波長

近赤外領域の撮像器は、エンジニアリングモデルから漸く生産モデルに移行した状況

であり、幅広い実用化のためには、性能の改善と共に安定した生産も重要である。  
(a) 画素数  

近赤外波長領域の２次元空間分光測定に適用な可能な近赤外撮像素子は、中波長近

赤外領域では InGaAs であり、また、長波長近赤外波長領域では HgCdTe が用いられ

ている。これらの撮像素子の画素数は 320 画素×240 画素程度であり、広視野を測定

する場合に空間的な分解能が制約される。  
(b) 画素欠陥  

近赤外波長領域の撮像素子には画素欠陥が発生する。現状の技術レベルでは

InGaAs の中波長近赤外領域の撮像素子で３％以下、HgCdTe の長波長近赤外領域の

撮像素子では 10％程度の画素欠陥が発生する。デジタル画像変換時に画素欠陥の補正

が行なわれることが多いが、連結した画素欠陥では十分な補正は困難で、空間的な測

定不能領域が発生する。  
この画素欠陥の改善は全画素数の細密化とともに飛躍的な改善が望まれる。  
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(c) 光源装置と分光感度特性  
能動的な測定では照明する光源の分光強度と撮像器の分光感度特性は密接に関係

する。照明光源としては、全反射型のハロゲン光源が 2000nm までの波長では十分な

強度があるが、2000nm 以上では強度が低下する。また、撮像素子の感度特性も

2000nm 以上の波長で相対的に感度が低下するため、測定対象によっては感度不足を

生じる可能性がある。  
この対策としては、測定領域に照明強度を集光するような集光機能を設けた光源装

置の開発など装置技術の改善が必要となる。  
(d) データ処理技術  

２次元空間分光測定技術は、比較的新しい技術分野であり、また、空間情報と波長

情報を同時に扱うことから、その潜在的な情報量は非常に大きい。このため、２次元

空間分光測定の実用化のためには、この非常に大きな情報量から、必要なものを選択

しかつ高速に処理することは極めて重要であり、パソコンを中心とする情報処理機器

の発展と高度の情報処理技術の開発は不可欠である。  
２次元空間分光技術の特長は、従来からの波長情報の解析手法と２次元空間のマッ

ピング情報の解析という２つの切り口が存在することである。波長情報の解析の面か

らは、従来からの近赤外分光技術の解析手法である、ケモメトリックスによる分析手

法、マハラノビス汎距離によるモデル化手法のほか、１次元微分処理、ニューラルネ

ットワークなどの手法も有効となる。また、マッピング情報の解析の面からは、面積、

平均、分散、ヒストグラムなどの統計処理も非常に有効である。  
２次元空間分光測定の実用化を可能にした大きな要因は、データ処理機能の充実と

高速化である。この処理機能の発展は今後も引き続き期待することができる。即ち、

２次元空間分布の応用拡大の鍵は、いかに高度なかつ高速なデータ処理機能を有効に

活用することにより、目的とする対象量を抽出することにあるといえる。  
(3) おわりに  

分光計測技術の歴史は古い。しかしながら、従来の点分光測定技術が実用的技術とし

て、幅広い方面で応用されてきたとは言い難い。特に、近赤外波長領域の分光測定技術

は非常に限られた測定環境の中でしか有効な活用は行なわれてこなかった。  
２次元空間分光測定技術は、画像技術と情報処理技術という最先端の技術と融合する

ことにより、これまで研究室段階にとどまっていた応用分野を急速に拡大しつつあり、

実用的な技術として確立されつつある。  
その応用分野の更なる拡大のためには、使用される光学機器の性能向上というハード

の面と、新たなニーズの発掘と多様なニーズに対応するシステム構築が不可欠である。 
 

3.2 参考文献  
 
(3.2-1) F.McClure and L.Weyer：Appl. Spectrosc., 45, 1385（1991）  
(3.2-2) 尾崎幸洋  編著：近赤外分光法（アイピーシー出版，東京，1998）  
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3.2.2 実験的検討 

マルチスペクトル法によってコンクリート構造物の表面の塩化物イオン濃度を評価す

るために、試験体レベルの実験的検討を行うこととした。塩化物イオン濃度を変化させた

ペースト、モルタル及びコンクリート試験体を作製し、その試験体において各測定を行っ

た。測定は、試験体を切断した面でのマルチスペクトルカメラによる波形分析、粉砕試料

による波形分析（近赤外線分析計）及び JCI 法による全塩分量とし、その結果をもとに塩

化物イオン濃度と特徴波長の吸光度の検量線の検討を行うこととした。また、海岸に近い

実構造物からコア試験体を採取し、深さ方向（塩化物イオン濃度が異なる）毎に試験体と

同様な測定も実施することとした。  
(1) 試験体作製  

波形に影響すると思われる特徴領域を検討するために、水セメント比、塩化物イオン

濃度、セメントの種類、骨材量等を変化させたペースト、モルタル及びコンクリート試

験体を作製した。各試験体の配合数を表 3.2-6～3.2-8 に、各試験体の配合・数量・試験

内容一覧を表 3.2-9～3.2-11 に、試験体作製状況を資料編（資料 2）に示す。  
1) ペースト試験体  

基本配合は、水セメント比を３水準（30、40、50％）、塩化物イオン濃度４水準（０、

4.5、11.0、20.0kg/m3）とし、水セメント比 40%ではセメントの種類を普通セメント

に加えて早強セメント、高炉セメントと変化させた。  
作製した試験体は塩化物イオン濃度測定用として４×４×16cm、圧縮強度測定用と

してφ５×10cm とした。  
 

表 3.2-6 ペースト試験体の配合数  
塩化物イオン濃度 

水セメント比 
０ kg/m3 4.5 kg/m3 11.0 kg/m3 20.0 kg/m3 

30% １配合    

40% ３配合 ３配合 ３配合 ３配合 

50% １配合    

注 水セメント比 40％は、セメントの種類（普通、早強、高炉）を変化させた。 

 
2) モルタル試験体  

基本配合は、水セメント比を３水準（40、50、60％）、塩化物イオン濃度４水準（０、

4.5、11.0、20.0kg/m3）とした。水セメント比 50%では、セメントの種類・骨材量・

表面の凹凸の影響を調べるためにパラメータを追加した。セメントの種類は、塩化物

イオン濃度０、11.0kg/m3 において普通セメントに加えて、早強セメント、高炉セメ

ントの３種類を使用した。骨材量は塩化物イオン濃度 11.0kg/m3 において３水準とし

た。表面の凹凸は、塩化物イオン濃度 11.0kg/m3 において２水準とした。  
作製した試験体は塩化物イオン濃度測定用として 10×10×40cm、圧縮強度測定用

としてφ５×10cm とした。  
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表 3.2-7 モルタル試験体の配合数  

塩化物イオン濃度 
水セメント比 

０ kg/m3 4.5 kg/m3 11.0 kg/m3 20.0 kg/m3 

40% １配合    

50% ３配合 １配合 ５配合 １配合 

60% １配合    

注 水セメント比 50％の塩化物イオン濃度０、11.0kg/m3 は、セメントの種類（普通、早強、高

炉）を変化させた。 

水セメント比 50％の塩化物イオン濃度 11.0kg/m3 は、骨材量を３水準とした。また、表面

に凹凸（２水準）をつけた試験体も作製した。 

 
3) コンクリート試験体  

基本配合は、水セメント比を３水準（40、50、60％）、塩化物イオン濃度４水準（０、

4.5、11.0、20.0kg/m3）とした。水セメント比 50%では、セメントの種類・骨材量・

表面の凹凸の影響を調べるためにパラメータを追加した。セメントの種類は、塩化物

イオン濃度０、11.0kg/m3 において普通セメントに加えて、早強セメント、高炉セメ

ントの３種類を使用した。骨材量は塩化物イオン濃度 11.0kg/m3 において３水準とし

た。表面の凹凸は、塩化物イオン濃度 11.0kg/m3 において２水準とした。  
作製した試験体は塩化物イオン濃度測定用として 10×10×40cm、圧縮強度測定用

としてφ10×20cm とした。  
 

表 3.2-8 コンクリート試験体の配合数  
塩化物イオン濃度 

水セメント比 
０ kg/m3 4.5 kg/m3 11.0 kg/m3 20.0 kg/m3 

40% １配合    

50% ３配合 １配合 ５配合 １配合 

60% １配合    

注 水セメント比 50％の塩化物イオン濃度０、11.0kg/m3 は、セメントの種類（普通、早強、

高炉）を変化させた。 

水セメント比 50％の塩化物イオン濃度 11.0kg/m3 は、骨材量を３水準とした。また、表面

に凹凸（２水準）をつけた試験体も作製した。 
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表 3.2-9 ペースト試験体の配合・数量・試験内容  

セメントペースト

Ｃ Ｗ 0.0 4.5 11.0 20.0 4×4×16 5Φ×10 4×4×16 5Φ×10

1 50 普通 1224 612 なし ○ - - - 6 3
中性化促進試験
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

2 40 普通 1396 558 260×250 ○ - - - 6 3
中性化促進試験
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

3 30 普通 1621 487 174×171 ○ - - - 6 3
中性化促進試験
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

4 40 普通 1396 558 274×274 - ○ - - 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

5 40 普通 1396 558 278×276 - - ○ - 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

6 40 普通 1396 558 なし - - - ○ 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

7 40 早強 1393 555 209×203 - ○ - - 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

8 40 早強 1393 555 208×207 - - ○ - 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

9 40 早強 1393 555 221×218 - - - ○ 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

10 40 高炉 1371 549 254×252 - ○ - - 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

11 40 高炉 1371 549 259×261 - - ○ - 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

12 40 高炉 1371 549 242×237 - - - ○ 3 3
中性化促進試験
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

13 40 早強 1393 555 182×184 ○ - - - 3 3 塩化物イオン浸透試験（２水準） 圧縮強度試験

14 40 高炉 1371 549 260×252 ○ - - - 3 3 塩化物イオン浸透試験（２水準） 圧縮強度試験

試験内容供試体数単位量（kg/m3）
№ W/C

セメント
種類

Cl/NaCl（kg/m3）フロー
（㎜）
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表 3.2-10 モルタル試験体の配合・数量・試験内容  

モルタル

Ｃ Ｗ Ｓ 0.0 4.5 11.0 20.0 10×10×40 5Φ×10 10×10×40 5Φ×10

1 50 普通 576 288 1362 0.52 192×196 ○ - - - 5 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

2 40 普通 656 262 1362 0.52 151×154 ○ - - - 5 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

3 60 普通 513 308 1362 0.52 226×228 ○ - - - 5 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

4 50 普通 576 288 1362 0.52 206×208 - ○ - - 3 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

5 50 普通 576 288 1362 0.52 220×219 - - ○ - 5（2は凹凸） 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

6 50 普通 576 288 1362 0.52 234×237 - - - ○ 3 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

7 50 早強 574 287 1362 0.52 185×184 ○ - - - 3 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

8 50 早強 574 287 1362 0.52 196×197 - - ○ - 3 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

9 50 高炉 567 284 1362 0.52 195×194 ○ - - - 3 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

10 50 高炉 567 284 1362 0.52 234×237 - - ○ - 3 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

11 50 普通 515 258 1493 0.57 180×179 - - ○ - 1 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

12 50 普通 453 227 1624 0.62 126×130 - - ○ - 1 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

試験内容供試体数
№ W/C

セメント
種類

単位量（kg/m3）
骨材量

フロー
（㎜）

Cl/NaCl（kg/m3）
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表 3.2-11 コンクリート試験体の配合・数量・試験内容

コンクリート

Ｃ Ｗ Ｓ G 0.0 4.5 11.0 20.0 10×10×40 10Φ×20 10×10×40 10Φ×20

1 50 普通 360 180 821 1034 0.45 0.696 4.3 ○ - - - 5 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

2 40 普通 320 192 821 1035 0.45 0.696 0.0 ○ - - - 5 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

3 60 普通 410 164 821 1034 0.45 0.696 9.5 ○ - - - 5 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

4 50 普通 360 180 821 1034 0.45 0.696 6.6 - ○ - - 3 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

5 50 普通 360 180 821 1034 0.45 0.696 11.0 - - ○ - 5（2は凹凸） 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

6 50 普通 360 180 821 1034 0.45 0.696 10.2 - - - ○ 3 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

7 50 早強 359 180 820 1033 0.45 0.696 3.4 ○ - - - 3 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

8 50 早強 359 180 820 1033 0.45 0.696 5.5 - - ○ - 3 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

9 50 高炉 355 178 820 1033 0.45 0.696 4.1 ○ - - - 3 3
中性化促進試験（２水準）
塩化物イオン浸透試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

10 50 高炉 355 178 820 1033 0.45 0.696 7.3 - - ○ - 3 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定、JCI法

圧縮強度試験

11 50 普通 416 208 767 966 0.45 0.650 17.5 - - ○ - 1 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定

圧縮強度試験

12 50 普通 386 193 796 1002 0.45 0.675 13.8 - - ○ - 1 3
中性化促進試験（２水準）
波形測定、カメラ測定

圧縮強度試験

試験内容Cl/NaCl（kg/m
3
） 供試体数

№ W/C
セメント
種類

単位量（kg/m
3
）

ｓ／ａ 骨材量
ｽﾗﾝﾌﾟ
(cm)
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(2) 測定方法  
マルチスペクトル法の測定方法を以下に示す。  
1) 室内試験  

測定は、各配合とも、  
・カメラ撮影（平面撮影）  
・スペクトル測定（粉砕試料）  
・JCI 法による全塩分量測定（粉砕試料）  

を実施する。カメラ撮影は、図 3.2-6 に示すイメージ図のように、試験体の断面に光

を当てて、近赤外線カメラで撮影し、特徴波長域の吸光度の測定を行う。また、カメ

ラ 撮 影 し た 同 配 合 の 試 験 体 か ら 粉 砕 試 料 を 作 製 し 、 近 赤 外 線 分 析 計 （ Foss 
NIRSystems）によってスペクトルの測定を行い、カメラ撮影で得られたスペクトル

との比較を行う。同時に、同じ粉砕試料の塩化物イオン濃度を電位差滴定法（JCI 法）

で測定し、特徴波長域の吸光度と塩化物イオン濃度の関係を調べることとする。  
 

 

図 3.2-6 カメラ撮影のイメージ  
 

2) 現場測定  
塩害環境下にある実構造物（３構造物程度）からコア試験体を採取し、塩化物イオ

ン濃度分布の評価を行う。  
(a) コア採取  

φ10×15cm 程度（各構造物から２本程度）  
(b) 測定内容  

深さ毎（１、３、５、７、９cm）の  
・カメラ撮影（平面撮影）  
・波形測定（粉砕試料）  
・JCI 法による全塩分量測定（粉砕試料）  
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を実施する。基本的な方法は前述の室内試験の方法と同様とする。  
(c) 採取構造物  

コア採取構造物の仕様を表 3.2-12 に、採取位置を写真 3.2-5～3.2-7 に示す。  
 

表 3.2-12 構造物の仕様  
番号 構造物の種類 施工年度 物性値等 海岸からの距離 

１ 共同溝 昭和 58 年 圧縮強度 180kgf/cm2 約 20m 

２ 定版 平成２年 圧縮強度 210kgf/cm2 約５m 

３ 護岸 昭和 35 年 不明 ０m 

 

  
写真 3.2-5 共同溝            写真 3.2-6 定版  

 

 
写真 3.2-7 護岸  

 



 128

3.3 赤外線法を用いたコンクリートの物質移動抵抗性評価手法の検討 
 
3.3.1 実験的検討  

コンクリートの品質は、いろいろな指標で評価されている。その中で、物質移動抵抗性

によって評価する方法が検討されており、一つの方法として赤外線法による温度変化の測

定が実施されている。この方法は、コンクリートに強制的に熱を与え、その後の温度変化

からコンクリートの密実性を評価するものであるが、コンクリートの水セメント比や骨材

量が測定結果に大きく影響すると言われている。本調査研究では、測定結果に影響を与え

る要因（水セメント比、骨材量など）について試験体を作製して実験的な検討を実施し、

本手法の適用性を評価する。  
(1) 試験体作製  

図 3.3-1 に示す形状の実物大試験体と、室内各測定用として 20×20×10cm の試験体

を作製した。また、それぞれについて圧縮強度管理用としてφ10×20cm の試験体を作

製した。  
室内各測定用試験体に用いたコンクリートの配合は、表 3.3-1 に示す通り、水セメン

ト比、骨材量等を変化させた６配合とし、各配合に対して３体作製した。骨材量の設定

方法は、水セメントに関わらず一定にした配合と、スランプを一定にして骨材量を変化

させた配合の二つの方法をとった。  
また、実物大試験体に用いたコンクリートの配合は、水セメント比を３水準（40、50、

60％）とし、各配合に対して１体作製した。骨材量の設定は、スランプを一定にして骨

材量を変化させた配合とした。  
全試験体の配合詳細と数量を表 3.3-2 に、試験体作製状況を資料編（資料 2）に示す。  
 

表 3.3-1 室内各測定用試験体の配合と数量  
骨材量 

水セメント比 
骨材量一定 スランプ一定 

40% ３体 ３体 

50% ３体 ３体 

60% ３体 ３体 
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図 3.3-1 実物大試験体の形状  
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表 3.3-2 コンクリートの配合・数量  

室内試験　コンクリート

Ｃ Ｗ Ｓ G 混和剤1 混和剤2

1 40 普通 410 164 780 982 Ｃ×0.25% Ｃ×0.0040% 0.45 0.656 4.8 4.7 21.0

2 50 普通 360 180 780 982 Ｃ×0.25% Ｃ×0.0025% 0.45 0.656 16.2 5.9 21.0

3 60 普通 320 192 780 982 Ｃ×0.25% Ｃ×0.0025% 0.45 0.656 21.0 4.4 20.5

実物大試験　コンクリート

Ｃ Ｗ Ｓ G

1 60 普通 262 157 823 1065 0.438 0.718 9.2 4.3 14.5

2 50 普通 314 157 781 1065 0.425 0.701 8.1 4.0 15.0

3 40 普通 408 163 639 1113 0.367 0.663 7.8 3.6 16.0

1 3 3

1 3 3

10Φ×2020×20×10実物大試験体

1 3 3

3

3

3

3

3

供試体数

空気量
（%）

単位量（kg/m3） 温度
（℃）

骨材量
ｽﾗﾝﾌﾟ
(cm)

供試体数

10Φ×2020×20×10

3

№ W/C
セメント
種類

ｓ／ａ

№ W/C
セメント
種類

単位量（kg/m
3
）

Ｃ×0.25%

Ｃ×0.25%

温度
（℃）混和剤

Ｃ×0.25%

ｓ／ａ 骨材量
ｽﾗﾝﾌﾟ
(cm)

空気量
（%）
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(2) 測定状況 

赤外線による物質移動抵抗性評価手法の測定方法を以下に示す。  
1) 室内実験  

実物大試験体において、コンクリートの水セメント比毎の加熱方法や温度を変化さ

せた赤外線法の検討を行った。今回行った実験パラメータを表 3.3-3 に示す。また、

コンクリートの加熱は写真 3.3-1 に示すホットプレートと写真 3.3-2 に示すジェット

ヒーターとし、写真 3.3-3 のような赤外線撮影を行った。基本的には、加熱を終了し

たときからの温度変化を測定し、その勾配からコンクリートの品質を推定しようとす

るものである。  
 

表 3.3-3 測定方法  
測定箇所 

加熱方法 
壁 柱 

ホットプレート 150、250℃ 250℃ 

ジェットヒーター － 約 30℃ 

 

  
写真 3.3-4 加熱方法（ホットプレート）写真 3.3-5 加熱方法（ジェットヒーター） 
 

 
写真 3.3-6 撮影状況  
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3.4 まとめ 
 

今年度は、マルチスペクトル法を用いたコンクリート表面の塩化物イオン濃度評価手法

や赤外線法を用いたコンクリートの物質移動性評価手法について、詳細な検討を行うため

の試験計画策定と試験体作製を主に実施した。試験体の詳細は、マルチスペクトル法では

塩化物イオン濃度やセメントの種類等の異なるペースト、モルタル、コンクリート試験体

131 体、環境条件や供用期間が異なり、深さ方向に塩化物イオン濃度の異なる実構造物か

らのコア試験体６体、赤外線法では、水セメント比や骨材量等が異なる試験体 18 体、水

セメント比が異なる実物大試験体３体である。  
来年度は、マルチスペクトル法では、試験体毎に、①粉砕試料による波形測定（近赤外

分析器）、②粉砕試料による全塩分量の測定（JCI 法）および③試験体面のマルチスペクト

ルカメラによる撮影を実施し、それらの結果毎の相関関係から、塩化物イオン濃度と特徴

波長域吸光度の関係を確認し、本手法の適用性について検討する。また、赤外線法では、

①加熱方法の検討、②測定方法の検討等を行い、温度勾配の特徴を抽出して、品質の異な

る試験体の物質移動性の評価について検討を行う。さらに、これらの結果を総合的に評価

し、コンクリート構造物の次世代型非接触・非破壊試験システムの実構造物への適用性に

ついて、現状の課題を整理した上で将来的な方向性を探る予定である。  
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第４章 鋼構造物の次世代型非接触・非破壊検査技術に関する検討 

 

4.1 検討概要 
 

2.3 章において､次世代に必要な鋼構造物検査技術として、センサーを構造物に取り付け

て連続監視する遠隔検査手法があげられた。また、遠隔検査手法の一つには、損傷の開始

に伴い、損傷の監視に注力する必要がある時点において警報を発する遠隔検査システムと、

また一つには損傷の進展を精度よく把握するために必要な遠隔監視システムがあると考え

られた。特に、高温、放射線量が高い所、狭隘区画など人が近寄ることの出来ない構造物

においては、遠隔監視技術の必要性は大きくなる｡また、遠隔監視システムによる連続監視

をするための新しいセンシング技術の開発の必要性も指摘された。本章では、次世代型の

遠隔検査手法として利用可能なセンシング技術、検査情報転送手法について文献を中心に

調査検討した。  
 

4.2 遠隔検査技術の現状 
 
4.2.1 文献調査  

JICST を用いて、遠隔操作、リモートセンシング、監視､モニタリング、非破壊検査、

非破壊評価などをキーワードとした過去 20 年間の国内外の文献調査を実施した。各キー

ワードによる文献抽出数を表 4.2-1 に示す。  
 

表 4.2-1 各キーワードによる文献抽出数  
キーワード 件数 件数 件数 

1.非破壊検査 135,524

2.非破壊評価 1,473

1 or 2: A 

135,524

3.モニタリング 33,432

4.監視 166,590

3 or 4: B 

183,172

5.遠隔操作 8,550

6.リモートセンシング 38,435

5 or 6: C 

46,922

 

 

A+B+C: 

35 

 
非破壊検査および非破壊評価のキーワードでは抽出文献数は 135,524 件であった。また，

モニタリングおよび監視をキーワードとした文献数は 183,172 件であり、リモートセンシ

ングと監視をキーワードとした文献は 46,922 件であった。しかし、非破壊検査・評価＋

モニタリング･監視＋リモートセンシング・遠隔操作では、わずか 35 件の文献しか抽出さ

れなかった。これらの文献の中で鋼構造物の非破壊検査技術と関係のあったものの概要を

表 4.2-2～6 に示す｡放射線量が高い原子力関連施設や海水中や地中など、人の近づきがた

い所にある構造物を対象として、遠隔検査手法の開発が行われている。非破壊検査手法と

しては超音波探傷など接触型が中心であるが、一部、熱・音響・光学手法を用いたものも

あった。  
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表4.2-2 論文検索結果一覧表 

番号 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 

1 「常陽」炉内供用中検査

技術に関する検討、レー

ザー超音波技術とマニピ

レーション技術を用いた

炉内検査方法の検討 

高速実験炉常陽における「供用中炉内検査」方法・技術を検討した。常陽の

原子炉構造は「高温・高速中性子照射環境過」にあり、熱疲労や照射脆化な

ど劣化要因対応の健全性監視技術が必要となる。本検討では、外部・遠隔操

作による「炉内の直接検査（マニピレーターとレーザー・超音波検査技術の連

結）」を実現すべく、必要な所技術の文献調査と、検査システムの概念構築

と、実用化のための課題抽出をした。 

レーザー応用、マニプ

レータ、検査ロボット、

超音波検査 

有吉昌彦 核燃料サイ

クル機構大

洗工学セン

ター 

核燃料サイクル開発

機構公開資料 

JNC-TN-9400-2003-

027 

2 鋼強化アルミニウムの導

線の腐食モニタリングと

試験 

イギリス南西北部のACSRの性質と腐食速度を決定するために、3種類の非

破壊モニタリングを開発した。これらは、ヘリコプターに搭載した赤外線操作

装置ならびに特別設計された導線用台車を使用する。この台車を遠隔操作

によって導線上を走らせ、導線の異常ふくれを検出すると同じにその抵抗を

測定するものである。しかし，この方法は腐食の著しい導線の検出には可能

であるが、軽度の腐食を検出するには十分ではない。これらの装置によって

得られるデータと腐食試験データを比較検討することによって信頼性の高い

腐食防止対策がたてられる。 

腐食、監視、非破壊検

査、導体材料、ACSR、

腐食速度 

I.McELWEE,

B.E. PUGH

 Corrosion Test Monit. 

Conf. 

Pater,K19800296, 

pp.51-67, (1977) 

3 原子炉圧力容器および主

要回路部材の機械化/自

動化の基礎的測定および

繰り返し検査における論

考 

重要構造物における最新技術の占める顕著な役割を強調した。原子力発電

所の安全操業、遠隔操作式マニプレータおよび最新の検査技術、検査プログ

ラムへのマイエレクトロニクスおよび検査結果の表示法の適用、稼動中検査

の再現性とデータの比較などを紹介した。一探触子およびタンデム探触子を

組み合わせた超音波探傷自動検査システム、マニプレータ遠隔操作作用モ

ニタシステムなどを示した。 

原子炉容器、遠隔制

御、マニプレータ、自動

検査システム、超音波

検査 

D.Heinrich 

and G. 

Mueller 

MAN 

Gutehoffnu

ngshuette 

GmbH 

DVS Ber., Vol. 106, 

pp.27-32, (1986) 

4 地下のモニタリングの現

状 

地下のモニタリングの重要性について述べ、次に従来の金属探知機に変わ

るテレビカメラ付の誘導車、地面を透過するレーダー、および磁力計を基本に

した装置について述べ、最後に埋設された出力導線によって発生する電磁場

を地上で直接感知する装置に突いて述べた。 

監視装置、ビデオカメ

ラ、レーダー，リモート

センシング、地中埋設

物、 

S.Mcclellan

d 

Sens. Rev. Vol．8, 

No.2, pp.79-81, 

（1988） 
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表4.2-3 論文検索結果一覧表 

番号 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 

5 海洋構造物のNDT概観 本報では北海油田中心に沖合でのNDT技術とその利用の発展経緯を報告し

た。NDTも初期の潜水夫が従来の方法を水中で試みたものから、最近では、

自動化、遠隔操作技術、その場モニターまで可能となるに至っている。海洋

構造物のNDTの特殊性に鑑み、検査工、前処理、品質保証のレベルの検討

と標準化についても議論している。 

海洋構造物、非破壊

検査、腐食、磁気検

査、超音波検査、遠隔

制御、ラジオグラフィ 

  Weld Res. Abroad 

E0105 Vol．37, No.5, 

pp.35-39, (1991) 

6 ロボットが産業界におい

て輝く 

発電所の建設や維持管理に適用するロボットの増大傾向を評価して、アメリ

カの電気産業の現状動向について論述した．原子力発電所の放射能管理や

検査の遠隔操作による人間のレム値減少と，化石燃料発電所のボイラチュ

ーブ修理や安全運転に対する利点を指摘して経済的効果を考察．2000年代

のAlロボット装置の発展性を予想して、応用分野を列挙した。 

発電所、遠隔制御、超

音波検査、放射線監

視、知能ロボット 

H.T.Roman Public 

Serv.Electri

c＆GasCo. 

NJ 

Rob. Today, Vol.2, 

No.3Q, pp.2-4, (1989) 

7 複雑構造物内部の損傷と

動的応答のリモートモニタ

リングのための熱・音響・

光学手法 

複雑構造物内部や過酷環境下で、適用可能な、非定常超音波事象を検出で

きる定量破壊評価法として、熱・音響・光学手法（TAP)を提案した．このシステ

ムは、計量、柔軟、小型である。このシステムにより、構造物内で発生した信

号の検出、特定の位置での超音波信号の発生と検出、製造や使用中の動的

事象のオンラインモニタリングが可能である。 

超音波検査、オンライ

ンシステム、監視装

置、リモートセンシン

グ、レーザービーム、

信号検出 

C.P.Burger 

and C.E. 

Duffer 

Texas A&M 

Univ., Texas

ASME AMD Vol.181, 

pp.1-10, (1993) 

8 Hanfordの高レベル廃棄

物貯蔵タンクの寿命管理

のための腐食問題 

米国・ワシントン州Hanfordでは177の地下タンクに6500万ガロンの核廃棄物

（廃液、スラリー、ケーキ）を貯蔵している。タンクの構造、貯蔵物質の化学的

性質および主な腐食形態について述べた。腐食形態としては、応力腐食割

れ、孔食，すき間腐食が重要で微生物腐食やタンク外壁コンクリートの内部

鉄筋の腐食は大きな問題ではない。タンクの寿命管理方案の考え方につい

て述べ、構造劣化調査として用いているTVカメラ監視および遠隔操作による

超音波試験ロボットを紹介した。 

放射性廃棄物、監視、

超音波検査、応力腐

食割れ、腐食 

P.C. Ohl, 

J.D. 

Thomson, 

and 

F.R.Vollert

Westinghou

se Hanford 

Co., WA 

Corrosion 94, Paper 

No.142, (1994) 
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表4.2-4 論文検索結果一覧表 

番号 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 

9 遠隔操作パイプ履帯を用

いる放射能汚染パイプラ

インの検査 

化学分離プロセスからの潜在的放射性各種汚染冷却水および炭素孔貯槽中

に大量の核分裂副生物を貯蔵した近くの廃棄物管理施設からの暴風雨排水

の暫定貯蔵のため1950年代にSavannah Riverサイトに建設した開放式内張り

なし保持溜池は1972年退役し、1978年に堀削子、非汚染泥で埋め戻し、草で

覆い，同時にそこへの地下プロセスパイプラインの多くは放棄した。この閉鎖

後に新環境法規は追加修復の必要の生む決定のため溜め池がさらに評価を

受けることを要求し、修復意思決定過程に役立つため、パイプラインの目視

および放射線検査が必要であった。地下パイプラインの法規部分調査のため

遠隔操作パイプ履帯検査システムを開発し、本プロジェクトの背景、研究の範

囲、設備要件およびパイプラインの検査結果を述べた。 

放射能監視、パイプラ

イン、遠隔制御、放射

線検出器 

R.F. Fogle, 

K.Kuelske, 

and 

R.A.Kellner

Westinghou

se 

Savannah 

River Co., 

SC 

US. DOE Report 

WSRC-MS-94-0642 

p.20(1995) 

10 海洋における非破壊試

験，現行実施のレビュー 

北海での海洋開発を基礎として、潜水夫による水中検査から今日の新技術、

自動と遠隔操作NDTおよび構造健全性監視までの技術と適用についてレビ

ューした。海洋NDTの特色を説明し、水中NDT作業体系および標準化への取

り組みを示した。また海洋現場からの要望への対応および新しい検査理念と

最適安全検査について述べた。 

海洋構造物、非破壊

検査、海洋ロボット、海

洋開発 

O.Forli and 

G.A. Raine

Det Norske 

Veritas, 

Oslo, NOR

Insight Vol.38, No.6, 

pp.399-411, (1996) 

11 ニュークリア・エレクトリッ

ク社における直接炉心モ

ニタリングの開発 

MagnoxおよびAGRの安全運転のために黒鉛サンプル採取による監視および

チャンネル寸法の監視が必要である。黒鉛サンプルを切り出すために1）遠隔

操作の特殊な装置、2）チャンネルの傾き、直径などを測定する装置を開発し

て使用してきた。超音波を利用する割れ検知装置、特殊なマニプレータ、位

置移動検知装置なども開発した。 

中性子減速材、遠隔

制御、マニプレータ、超

音波診断、AGR型原子

炉 

R.F.Curtis, 

S. Jones, 

J.Reed, and 

A.J.Wickha

m 

Nuclear 

Electric 

plc., 

Gloucesters

hire, GBR 

US DOE Report 

IAEA-TECDOC-901, 

pp.91-104 (1996) 

12 ITER容器内検査のため

のレーザー計測光学/監

視装置 

ITERのための遠隔操作レーザー距離計の必要条件を示した。検査装置は計

測と監視のために使用し、高ガンマ線，高真空、高温および磁場環境の炉容

器内でサブミリメートルの精度で操作できるものでなければならない。計測/

監視センサーは光ファイバーを通じてレーザー光源と撮像装置に接続したコ

ンパクトなレーザー光学モジュールから構成されている。配備した機構は遠

隔操作するテレスコープ型マストである。 

トカマク、非破壊検査、

監視装置、遠隔制御、

計測光学 

P.T. 

Spanpinato, 

R.E. Barry, 

J.B.Chesse

r and M.M. 

Menon 

Oak Ridge 

National 

Lab. TN 

Proc. IEEE/NPSS 

Symp Fusion Eng, 

Vol.17th No. Vol.2, 

pp.941-944 (1997) 
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表4.2-5 論文検索結果一覧表 

番号 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 

13 電力・エネルギー発電設

備用インテリジェント計

測・診断技術 

計測・診断技術の一層の高度化を図るため、1）受け入れ材の全数検査ととも

に使用中の構造材の経年変化の評価を可能にし、2）遠隔操作ツールを用い

て手順を簡素化した検査の迅速化、3）高感度センサーによる透視検査の高

精度過・高速化を実現した新しい非破壊検査技術について述べた。計測・診

断技術を活用した各種監視・検査装置による機器や構造材の健全性評価と

確認を通して、発電設備の高い信頼性の確保および稼働率の向上を実現し

た。 

発電設備、非破壊検

査、故障診断、異常診

断 

高橋文信、

西村章、出

海滋 

日立製作所 日立評論，Vol.81，

No.2,pp.201-204, 

(1999) 

14 赤外線技術による都市環

境の計測 

都市環境への熱赤外線イメージング技術の応用の現状について述べた。こ

の応用方法には二つの種類がある。ひとつは，得られた熱赤外線イメージを

熱情報や放射温度情報として用いる方法で、プラントの制御や発電所での排

熱の監視、医療分野での人体の温度分布計測などに利用されている。他の

一つは、放射温度を媒体として都市環境のアセスメントに必要な都市環境情

報を得る方法である。これは、アスファルト道路の空洞などの非破壊検査に

用いられている。 

都市環境、非破壊検

査、リモートセンシン

グ、環境モニタリング、

熱的検査 

飯野秋成 新潟工科大

学 

計測自動制御学会温

度計測部会資料，

Vol.104th，

pp.15-21,(1998) 

15 溶接部の検査におけるリ

モートセンシング超高周

波アコーステイックエミッ

ション変換器の使用 

冷却過程にある溶接継ぎ手の非破壊検査として、蒸気タービンの高圧円筒

容器の補修溶接過程の監視にアコーステイックエミッション（AE）法を適用し

た。AE変換器は、1) 102kHzの圧電接触型および、2) 28GHzのリモートセンシ

ング型を供試した。1)は断熱材を介してばねで表面に密着させ、2）の受信ホ

ーンは表面から40mm離して設置し専用増幅器を使用した。AE信号を６チャン

ネルレコーダに記録解析し、溶接金属と溶接熱影響部に発生する微小き裂を

検出した。 

AE検査、非破壊検査、

リモートセンシング、 

超音波、溶接金属、溶

接熱影響部 

V.I. 

Gorbunov 

and V.A. 

Sutorikhin

Tomsk 

Polytechnic

al Univ., 

Tomsk, 

RUS 

Ind Lab. Diagn. Mater., 

Vol.65, No.10, 

pp.654-656, (2000) 

16 リモートAE計測装置の開

発 

リモートセンシング、AE

検査、非破壊検査 

小田将広、

吉村剛、進

藤誠、今中

拓一 

非破壊検査 日本非破壊検査協会

大会講演概要

集,Vol.2001,春

季,pp.87-88,(2001) 
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表4.2-6 論文検索結果一覧表 

番号 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 

18 溶接部の表面欠陥を検出

する自律走行ロボットの

遠隔システムの開発 

CCDカメラ搭載の超音波探傷遠隔操作ロボットが、自律走行して検査するシ

ステムを開発し、ここでは、そのシステム構成、制御システム、画像処理シス

テムによる溶接部検査と遠隔監視の結果を挙げ考察した。２台のPC、画像処

理用EWS、Webサーバを構築した。また、遺伝的アルゴリズムの有効性の証

明のため走行シミュレーションを行い、その結果を述べた。さらに、実際の自

律検査のため走行実験を溶接ビードに追従しながら行い、その結果を示し

た。それらの結果を受け、以下のように結論付けた。この検査ロボットは、表

面検査用画像と監視用画像をWebサーバに保存し、遠隔監視を可能とした。

また、表面検査用画像は擬似三次元処理により表面欠陥構造につき把握し

やすい画像を得た。 

移動ロボット、溶接部、

遠隔監視、超音波探

傷、画像処理システム

巨東英、岡

村宗司 

埼玉工大 埼玉工業大学先端化

学研究所ハイテク・リ

サーチ・センター研究

成果報告

書,Vol.2000,pp.70-74,(

2001) 

19 大構造物の動的試験の

ためのマイクロ波レーダ

ー技術 

大構造物の振動振幅パターンと周波数を測定する動的試験のために、マイク

ロ波ホログラフィ画像に基づく確信的探査レーダー技術を提案した。理論的

背景を述べ、コンクリートと石造り建築物に関する動的試験で得た実験結果

を報告した。マイクロ波を利用するため壁の内部部品の振動も検出できた。

現状では、本技術は従来の接触型センサーの精度と信頼性を達成できては

いないが、接近不可能な構造の監視が可能であり、また、緊急事態において

速やかに設置可能である。 

非破壊検査、リモート

センシング、コンクリー

ト構造、電波ホログラ

フィ、レーダー 

M. 

Pieraccini, 

G. Luiz, D. 

Mecatti, 

L.Noferini, 

and C. 

Atzeni 

Univ., 

Florence, 

Firenze, ITA

IEEE Trans. Microw. 

Theory Tech., Vol.51, 

No.5, pp.1603-1609, 

(2003) 
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4.2.2 実用化されている遠隔検査技術  
現在、遠隔検査技術として実用化または、実用化が近い検査・モニタリング技術につい

て調査を実施した｡ 
(1) 遠隔操作ロボットを使った迅速な点検  

発電設備では、①配管が入り組んで狭い、②線量率が高い、③温度が高い、④水中に

あるなど、検査員がアクセスしにくい場所がある。そこで、検査員の代わりに、小型ロ

ボットと RT（放射線透過法）を使って、狭い場所にある配管をスピーデイに遠隔点検

して、その健全性を確認する点検装置が実用化されている (4.2-1)。  
沸騰水型原子炉の圧力容器下部には図 4.2-1 に示すように､制御棒案内管多数設置さ

れているので、そのすき間は狭い．したがって、ドレン配管にアクセスして、その健全

性を確認するのに長時間の作業が必要であった。  
 

 
図 4.2-1 圧力容器下部のドレン配管点検の模式図  

 
そのため、①先端に搭載した超小型 CCD カメラで前方を監視しながら遠隔操縦し，

制御棒案内管の隙間（145ｍｍ）を通過し、ドレン配管にアクセスする走行・作業ビー

クル、②イリジウム線源（Ir-192）によるγ線透過像を光情報として蓄積する高感度 IP
（Imaging Plate）を用いた RT 装置をそれぞれ採用した遠隔点検ビークルを開発した(図
4.2-2)。IP によって透過像の高度なデジタル処理が容易になり、廃刊の外壁、内壁、お

よび模擬欠陥の輪郭を強調することにより、分解能 0.3mm の鮮明な映像を表示できる。

ビークルを使った RT により、短時間（最短３分）の遠隔点検を可能にするとともに、

透過像の位置の再現性と映像の鮮明さを飛躍的に向上させた。  
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この装置を実機に適用し、該当部位の健全性を迅速に確認できることをすでに検証し

ており、保温材を取り付けた配管や弁などへの適用拡大も図られている。  
 

 
図 4.2-2 配管肉厚測定用遠隔点検ビークル  
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(2) ACM（Atmospheric Corrosion Monitor）センサーによる大気腐食モニタリング  
実際の鋼構造物は、部位毎に腐食環境が変化しており、同じ鋼材であっても腐食状況

が大きく異なることがある。また、鋼構造物が建設された場所が、海岸地帯、内陸地帯

および工業地帯などの違いによっても腐食状況が大きく変化する。したがって、鋼構造

物の腐食に関しては、鋼構造物部位に関する因子と建設地域に関する因子の双方を考慮

する必要がある。  
このような条件のもとで、鋼構造物の部位毎の腐食環境を定量的に把握することを目

的として、腐食センサーの利用が検討されている (4.2-2)(4.2-3)。すなわち、腐食センサーを

構造物各部位に設置しておき、遠隔監視により各部位毎の腐食量または腐食環境を定量

的に把握するわけである。  
 

 
図 4.2-3 Fe/Ag 対 ACM 型腐食センサーの構成  

 
辻川らにより開発された、大気腐食の環境モニタリング用センサーである ACM 型腐

食センサーを図 4.2-3 に示す。本センサーは L 64mm×W 64mm×t 0.8mm の炭素鋼の

基板上に絶縁ペーストを塗布し、その上層に Agの導電ペーストを塗布したものである。

乾燥時は Fe 基盤と Ag 導電ペースト間は絶縁ペーストにより電気的に遮断されているが、

雨水、結露水等、水が付着して電気回路が閉じると Fe と Ag の間で異種金属接触腐食が

生じ、電位的に卑な Fe 基盤が腐食して、腐食電流が流れる。この腐食電流をセンサー

出力として取り出し、環境の腐食性を評価する。センサー出力はセンサーの濡れの度合

い（相対湿度）が高いほど大きく、付着水に溶解した塩化物イオンなどの濃度が高いほ

ど大きい。したがって、センサー出力は大気腐食の主要環境因子である付着塩分量と相

対湿度の双方を反映している。  
本センサーを用いて付着海塩量を実時間的にモニタリングできること、また、雨がか

りのない非露出環境では図 4.2-4 に示すように、センサー出力から求めた日平均電気量

Q により部位ごとの寿命評価できることなどを明らかにされている (4.2-4)。しかし、雨が

かりのある屋外では本センサーの寿命がおよそ２ヶ月であることから、より耐久性の高

いセンサーの検討が行なわれている (4.2-5)。  



 142

 

 
図 4.2-4 種々の環境での腐食速度と ACM センサー出力の  

日平均電気量の(Q)との関係  
 
ACM センサーによる部位別腐食環境モニタリング技術は、既設構造物に対する調査、

診断はもちろんのこと、鋼構造物の耐食・防食システムの最適化技術を構築する上でも

威力を発揮すると期待される。  
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(3) 外部電源装置の遠隔監視・制御システムの開発  
近年、埋設パイプラインのカソード防食は、メンテナンスが容易なことから外部電源

装置が用いられることが多い。外部電源装置が正常に稼動しているかどうかは、パイプ

ラインのカソード防食状況そのものに直接関係することからパイプラインのメンテナ

ンスにとって非常に重要である。外部電源装置の正常稼動を確認するため、最新の電子

データ計測装置およびインターネットを用いた情報技術（IT）を用いた遠隔監視システ

ムが開発されている (4.2-6)。  
図 4.2-5 に外部電源装置によるパイプラインのカソード防食状況を示す。パイプライ

ンの塗覆装が瀝青質系の場合、管対地電位（飽和硫酸銅電極に対するパイプラインの電

位）がカソード防食基準をクリアするように、外部電極からの直流である出力電流を調

整する。この場合のカソード防食管理基準としては、管対地電位が－850ｍV よりもマ

イナスの値にするなどがあげられる。  
 

 
図 4.2-5 外部電源装置の管対地電位による出力制御方式  

 
外部電源装置の遠隔監視の計測データは２時間毎に取得され、①から⑤に示す監視項

目ごとに設定された閾値を超えた場合は「異常検出」という電子メールを遠隔監視管理

者に出すようになっている。  
①AC 入力異常：AC 検出の接点が開放になったときに異常検出  
②通電電圧（出力直流電圧）：通電電圧の平均値が、整流器の定格電圧の 90％以上に

なった時の異常検出  
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③通電電流（出力直流電流）：外部電極からの通電電流の平均値が、整流器の定格電

流の 90％以上になった時の異常検出  
④管対地電位（瀝青質系塗覆装の場合）：管対地電位の平均値が、カソード防食管理

電位（－850ｍV）よりもプラスの値になったときに異常検出  
⑤プローブ流入直流電流密度（電気絶縁性の非常に高い塗覆装の場合）：プローブ流

入直流電流密度の平均値が、カソード防食管理範囲を超えた時に異常検出。例えば

外部電源装置の定格電気容量が、60V、30A であれば 54V 以上または 27A 以上にな

ったら異常検出される。  
図 4.2-6 に、インターネットを用いたデータ送受信のフローを示す。本システムでは、

監視地点の複数同時計測と複数のクライアントコンピュータでデータの遠隔監視・制御

が可能である。また、インターネットのインフラ開放により、低コストでデータ送受信

が可能となった。  
 

 
図 4.2-6 インターネットを用いたデータ送受信  
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4.3 まとめ 
 

原子力関連施設、高温、海中、地中など人の近づき難い所の状態監視、連続監視として

の遠隔監視の必要性は高まっており、一部実用化も図られている。しかし、今回の調査結

果でも明らかなように、非破壊検査により鋼構造物を遠隔監視している事例はそれほど多

くはなく、人力による接触型の非破壊検査手法に頼っているのが実情である。  
次世代型非接触・非破壊検査検査システムを構築するためには、①オンラインモニタリ

ング可能なセンシング技術の開発、②IT 技術や無線通信技術併用による情報転送システム

の開発、③人の近寄りがたいところでの検査用ロボットの開発、など個々の技術開発が必

要不可欠である。  
次年度は、これら個々の技術の開発状況について、より詳細な調査を行なうとともに、

これらの技術を有機的に結び付け、鋼構造物を対象とした次世代型非接触・非破壊検査検

査システムを提言したい。  
 



 
 
 

おわりに 
 

本調査研究は、コンクリート構造物あるいは鋼構造物の劣化程度を定量的かつ効率的に

把握することが可能な非接触・非破壊の先端的検査手法を調査し、構造物におけるメンテ

ナンス技術の高度化のための計測機器および機械システムとその活用方法を提言すること

で、計測機器システム等の高度化と新規事業の創出を図り、機械産業全般の振興に資する

ことを目的としている。  
本年度はコンクリートおよび鋼構造物の非接触・非破壊検査技術に関する現状調査と、

各構造物において次世代型として期待される技術の検討を実施した。  
コンクリート構造物の非接触・非破壊検査技術に関する現状調査の結果、塩分量や中性

化を定量的に評価するための非破壊検査技術は現在実用化には至っておらず、研究事例も

少ないことが明らかにされた。また、鋼構造物に関する調査では、メンテナンスコスト増

大の懸念から、より合理的なメンテナンス技術としてリスクベースの検査が期待され、リ

スクに応じた検査の多様化が生じている状況が明らかにされた。そして、この面から抽出

された課題として、センサーを構造物に取り付けて連続監視する遠隔検査手法があげられ

た。  
コンクリート構造物に対する次世代型検査システムの検討では、塩分量や中性化を遠隔

から非接触で広範囲に測定し、劣化の進展を評価する技術として有望な、マルチスペクト

ル法によるコンクリート表面の劣化検査手法と、赤外線法によるコンクリート内部の物質

移動抵抗性評価手法に着目し、これらの適用可能性を調査するための実験的検討を実施し

た。また、鋼構造物に対しては、前述の調査結果から遠隔検査手法に着目し、その研究動

向と実用例を調査した。これらについては今後も検討を続け、最終的にはコンクリートお

よび鋼構造物の次世代型検査システムの将来像を明確にする予定である。  
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資 1-1 

土木学会（論文集） 

No. 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 分類番号 

1 

レーダ法によるコンクリート版

厚計測における最適周波数

とコンクリート強度推定方法

の研究 

コンクリート構造物の維持管理の合理化と精度の良い健全度

診断を行うために，レーダ計測法によってコンクリート強度を推

定する方法を提案した。本論文では，コンクリート中の電磁波

の伝搬特性を精度良く計測するレーダ計測機器の開発，コン

クリート版厚と空洞厚計測における電磁波の最適周波数の選

定および計測精度について述べ，さらにレーダ法によるコンク

リート強度推定方法の研究について報告している 

非破壊試験/レーダ法

/コンクリート強度/版

厚/空隙幅 

太田 資郎，

藤原 鉄朗，

松山 公年，

金本 康宏 

日本工営 
土木学会論文集, 

No.676/V-51, 89-103, 2001.5 
01-6 

2 

コンクリート表層分欠陥の定

量的非破壊検査への打音法

の適用 

打音法において得られる打音特性値（最大振幅値・周波数分

布）とコンクリート表層部欠陥の大きさおよび深さとの定量的関

係について検討した。人工欠陥を有する供試体において実験

を行い、欠陥の大きさ深さと打音特性値の定量的関係を明確

にした。 

コンクリート/非破壊

検査/打音法/最大振

幅値/周波数分布 

鎌田敏郎/浅

野雅則/国枝

稔/六郷恵哲

岐阜大学 
土木学会論文集, 

No.704/V-55, 65-79, 2002.5 
01-5 

3 

X 線造影撮影によるコンクリ

ート構造物内部のひび割れ

検出技術の開発に関する研

究 

X 線造影撮影によりコンクリート構造物内部に発生している複

雑で微細なひび割れの発生状況を非破壊的に検出する方法

の開発を行なった。 

X 線造影撮影/ひび割

れ/コントラスト 

大塚浩司/武

田三弘 
東北学院大学

土木学会論文集, 

No.725/V-58, 143-156, 

2003.2 

01-6 

4 

コンクリートに埋設された鋼

材のマクロセルおよびミクロ

セル腐食に関する研究 

コンクリート中の鋼材の腐食をマクロ腐食、ミクロ腐食に分けて

評価することを目的に、モデル試験供試体の電気化学的な経

時変化を非破壊的に測定し、腐食に関する解析を行なった。

塩化物/鋼材腐食/自

然電位/分極抵抗 

川東龍夫/小

林孝一/宮川

豊章 

近畿大学/中

部大学/京都

大学 

土木学会論文集, 

No.732/V-59, 1-15, 2003.5 
06 

5 

舗装熱を利用したサーモグラ

フィ法による RC 床版内部の

欠陥検出に関する研究 

サーモグラフィー法を利用した RC 床版内部の欠陥検出を行な

うために、改修工事におけるアスファルト舗装熱を利用した診

断法を提案した。内部欠陥を持つ試験体下面では、低温域が

観測され本手法の有効性が確認された。 

舗装熱/サーモグラフ

ィー法/RC 床版/表面

温度 

金光寿一/柳

内睦人/三星

智典 

中央工学校/

日本大学/日

本大学 

土木学会論文集, 

No.732/V-59, 95-108, 2003.5 
01-6 

6 

超音波法を用いたコンクリー

トのひび割れ深さの同定に関

する研究 

コンクリートの品質評価手法としての超音波法の適用範囲拡

大と信頼性向上を目標として、ひび割れを有するコンクリートに

対してひび割れ測定を行なうとともに、数値解析的な検討を行

なった。 

超音波法/コンクリー

ト/非破壊試験/超音

波伝播/FEM 解析 

吉田秀典/高

橋恵介/境孝

司 

香川大学/ショ

ーボンド建設/

香川大学 

土木学会論文集, 

No.732/V-59, 121-133, 

2003.5 

01-4 

7 

低周波弾性波を用いたトンネ

ル覆工コンクリート内部の劣

化診断手法 

覆工コンクリートの内部欠陥、特にひび割れの検出に適する

診断手法を検討するための診断装置を製作し、実トンネルで

の計測により、欠陥の有無判定および深さ判定が可能な手法

を開発した。 

非破壊試験法/トンネ

ル覆工コンクリート/

磁気ひずみ/低周波

弾性波/内部欠陥 

松井精一/山

田裕一/長田

文博 

西日本旅客鉄

道㈱ 

土木学会論文集, 

No.732/V-61, 13-24, 2003.１

１ 

01-6 
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土木学会（年次学術講演会） 

No. 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 分類番号 

8 

超音波法によるコンクリート

内部の空隙形状の探査精

度 

超音波法に求められる役割を考慮し、コンクリート内部の

空隙形状の探査精度について検討した。また、その検査

結果を平面的および立体的に可視化することを目的とし

た。 

コンクリート/非破壊

検査/超音波法/内部

空隙/可視化 

平田 隆祥/魚本 健

人 

大林組技術

研究所/東京

大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-386, pp.772-773, 

2001 

01-6 

9 

圧電セラミック素子を用い

た鋼板とコンクリート間の空

隙検知に関する実験 

鋼板接着補強や合成構造部材など鋼板により閉鎖された

空間にコンクリートを充填した際に、懸念される鋼板とコン

クリートの間の空隙（以下、空隙と称す）を簡便に検出する

ことができる測定器の性能確認、およびそれを用いた検知

方法の検討結果について述べたものである。 

空隙/圧電セラミック

素子/弾性波/閉鎖空

間/合成構造 

末岡 英二/坂井 孝/

金子 稔/荒金 直樹/

佐野 清史 

東洋建設/曙

ブレーキ工業

/曙ブレーキ

工業/東洋建

設/東洋建設

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-387, pp.774-775, 

2001 

01-6 

10 
超音波によるコンクリート打

継ぎ部の欠陥評価 

超音波を用いた打継ぎ部欠陥の評価手法について，打継

ぎ部に人工欠陥を配置した供試体を用い，欠陥の大きさや

分布状況を適確に評価する上で考慮すべき計測の条件に

ついて検討した 

打継ぎ部  /欠陥評

価/非破壊検査/超音

波法/最大振幅値比

桑原 常晃/鎌田 敏

郎/六郷 恵哲/国枝 

稔/林 承燦 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/岐阜大

学/岐阜大学

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-388, pp.776-777, 

2001 

01-6 

11 

供用中の鉄筋コンクリート

桁における鋼繊維補強モル

タル吹付け界面性状の超

音波計測 

鋼繊維補強モルタル(SFRM) 吹付けによる補強を施した供

用中の鉄筋コンクリート桁を対象として、超音波法により得

られる界面からの反射波を用いて、界面性状を非破壊的

に評価する方法の可能性を検討した。 

補修・補強/吹付け工

法/界面/付着/非破

壊評価/超音波法 

若槻 晃右/鎌田 敏

郎/関 雅樹/六郷 恵

哲/丹間 泰郎 

岐阜大学/岐

阜大学/JR 東

海/岐阜大学

/JR 東海 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-389, pp.778-779, 

2001 

01-6 

12 

P 波伝播経路曲線による斜

めひび割れ深さの評価方

法 

超音波の伝播時間を用いて、コンクリート構造物に発生し

たひび割れ深さを推定する方法の多くは、コンクリート表面

に対して垂直に進展するひび割れを対象としたものであ

る。ここでは、斜めひび割れの深さを推定する方法として、

P 波の伝播経路曲線を用いた評価方法について検討し

た。 

非破壊検査/伝播時

間/超音波/P 波伝播

曲線/斜めひび割れ 

辻 伸幸/内田 昌勝/

大津 政康/岡本 享

久 

太平セメント/

太平セメント

㈱/熊本大学

大学院/太平

洋セメント㈱

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-390, pp.780-781, 

2001 

01-4 

13 

超音波の波形特性に着目

したコンクリートのひび割れ

深さ評価手法 

コンクリートのひび割れ深さを非破壊的に評価する方法と

して，超音波の伝播時間を用いた TC－T0 法があるが，こ

の方法ではひび割れ深さを過小評価する可能性があるこ

とが既に知られている．そこで，本研究では，超音波の伝

播時間以外の評価パラメータとして，受振波形から得られ

る最大振幅値および周波数分布を用いることにより，これ

らの影響を考慮したひび割れ深さ評価手法について検討

した。 

ひび割れ/非破壊評

価/超音波法/最大振

幅値/周波数分布 

内田 慎哉/鎌田 敏

郎/六郷 恵哲/国枝 

稔/若槻 晃右 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/岐阜大

学/岐阜大学

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-391, pp.782-783, 

2001 

01-4 

14 

金属系磁歪素子による低

周波弾性波を用いたＲＣ構

造物診断装置の適用化開

発 

コンクリートの非破壊検査法としては新しい探査子、即ち、

磁歪素子により発生させた低周波の弾性波を用いたコンク

リート構造物診断システムを開発した。本稿では本装置の

システム構成、手法の原理、および装置の性能評価を行っ

た結果の一部を紹介する。 

構造物診断/非破壊

検査/コンクリート/磁

歪素子/低周波弾性

波 

服部 晋一/鎌田 敏

郎/竹村 泰弘/西田 

久雄/島田 隆史 

三菱電機/岐

阜大学/オー

デックス/オー

デックス/三菱

電機 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-392, pp.784-785, 

2001 

01-6 
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15 

金属系磁歪素子による低

周波弾性波を用いたＲＣ構

造物診断装置の適用性評

価 

コンクリート構造物の点検のための新しい非破壊検査法と

して、磁歪素子により発生させた低周波の弾性波を用いた

コンクリート構造物診断システムを開発し、現在、その有効

性について検証中である。本稿では本装置の実構造物に

おける性能評価を行った結果の一部を紹介する。 

構造物診断/非破壊

検査/コンクリート/磁

歪素子/低周波弾性

波 

竹村 泰弘/鎌田 敏

郎/服部 晋一/西田 

久雄/島田 隆史 

オーデックス/

岐阜大学/三

菱電機/オー

デックス/三菱

電機 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-393, pp.786-787, 

2001 

01-6 

16 

ボス供試体圧縮試験と小径

コア圧縮試験による硬化コ

ンクリート品質推定の検討 

ボス供試体を取り付けた実構造物に近い壁供試体を作製

し、ボス供試体圧縮試験とφ25mm 小径コア圧縮試験を行

い、φ100mm 圧縮試験と比較した。ボス強度は、非常に高

い精度で φ100mm コア圧縮強度を推定することができ

る，φ25mm 小径コア圧縮強度は、ややばらつきが大きい

が、実用上十分な精度で品質推定が可能であると考えら

れる。 

コンクリート品質推定

/ボス供試体/小径コ

ア/圧縮強度/非破壊

検査 

石原 雅規/河野 広

隆/森濱 和正/片平 

博 

土木研究所/

土木研究所/

土木研究所/

土木研究所 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-394, pp.788-789, 

2001 

02 

17 

打音解析法の提案と変状

発生箇所への適用事例（そ

の１：打音解析結果） 

変状発生状況が明確な実構造物を対象に打音実験を実

施し，得られる打音に対し解析的検討を実施した結果，打

音法による物性評価の可能性を得たので報告する． 

打音法/診断/損傷探

知法/ウェーブレット

解析 

長谷川 淳史/羽矢 

洋/羅 休 

日本交通技

術/鉄道総研

/鉄道総研 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-395, pp.790-791, 

2001 

01-6 

18 

打音解析法の提案と変状

発生箇所への適用事例（そ

の２：評価法と評価結果） 

変状発生状況が明確な実構造物を対象に打音実験を実

施し，得られる打音に対し解析的検討を実施した。解析結

果に基づくコンクリートの評価法と評価結果の例について

紹介する． 

打音法/診断/損傷探

知法/ウェーブレット

解析 

羽矢 洋/羅 休/長谷

川 淳史 

鉄道総合技

術研究所/鉄

道総研/日本

交通技術株

式会社 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-396, pp.792-793, 

2001 

01-6 

19 

コンクリートの欠陥評価に

おける打音法のパラメータ

の感度に関する考察 

打音法によりコンクリート内部欠陥の寸法や表面からの深

さを定量的に把握する手法として，「打音特性値」として受

振音の最大振幅値および周波数分布を用いる評価方法の

検討を行う。さらに，2 次元 FEM による数値解析を実施

し，打音特性値と欠陥情報の関係について解析的な検討

も加えた。 

非破壊検査/打音法/

人工欠陥/最大振幅

値/周波数分布 

淺野 雅則/鎌田 敏

郎/六郷 恵哲/国枝 

稔 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/岐阜大

学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-397, pp.794-795, 

2001 

01-5 

20 

打音法によるコールドジョイ

ント部の劣化損傷度評価に

関する基礎研究 

人為的に発生させたコールドジョイント(CJ)を有する供試体

を利用し，打音法によって CJ 部の強度評価が可能か検

討した。その結果、たわみ共振卓越周波数から求めた動

弾性係数と CJ 部を有する部材の曲げ強度とは高い相関

性があり、 縦振動による打音法では CJ 部の層厚がかな

り薄いため、CJ 部の強度を評価できないことが明らかとな

った。 

打音法/非破壊検査/

コールドジョイント/た

わみ共振/縦波共振

勝木 太/伊東  良浩

/伴 享 

芝浦工業大

学/千葉工業

大学/佐藤工

業（株） 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-398, pp.796-797, 

2001 

01-5 
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21 
打撃音によるコンクリートの

評価方法に関する研究 

打音法においてコンクリートの打撃音をマイクロフォンで録

音し、FFT 解析により振幅波や周波数特性を分析し、測定

結果を客観的に判定することの検討を行った。その結果、

検査対象コンクリート面の打撃点、打撃周辺部、供試体背

面状況等の変化並びに擬似欠陥部等の打撃音の相対的

影響が打音法試験によって明確に現れることを確認した。

非破壊試験/音圧/周

波数/周波数スペクト

ル/打音法 

金森 正樹/飯坂 武

男/菊川 浩治/米澤 

彰賢 

名城大学/名

城大学/名城

大学/名城大

学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-399, pp.798-799, 

2001 

01-5 

22 

マイクロフォンによる合成部

材での未充填部の打音法

検査 

鋼板内部にコンクリートを充填する合成部材での未充填部

の検査方法として、打音法を用いる実験を実施した。未充

填部では、応答倍率が大きくなること、卓越周波数が低くな

ること、振動の継続時間が長くなることから検出可能であ

ることが判明した。 

打音法/未充填部/非

破壊検査法/スペクト

ル/合成部材 

星野 聡志/清宮 理/

壱岐 直之/越村 幸

直 

早稲田大学

大学院/早稲

田大学/若筑

建設㈱/早稲

田大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-400, pp.800-801, 

2001 

01-5 

23 

簡易な点検器を用いたコン

クリート構造物の剥離探査

性能について 

大きさ・深さを変えた様々な剥離を模した箇所を持つ試験

体を作成し、定性的・定量的な観点から簡易な点検器の剥

離探査性能について検討を行ったので、その結果を報告

する。一般的な検査ハンマー、ロータリー3000 、インパル

スハンマーの 3 つを使用した結果、実効値比によって、人

間に検知できる範囲や、どちらともいえない範囲、検知でき

ない範囲が存在する傾向のあることが明らかとなった 

打音検査/点検器/剥

離/定性的評価/定量

的評価 

高津 徹/金田 淳/鎌

田 則夫/伴 享 

ＪＲ東日本

/JR 東日本

/JR 東日本/

佐藤工業 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-401, pp.802-803, 

2001 

01-5 

24 
簡易な点検器を用いた打撃

音の定量的評価 

人間の耳の位置で打撃音を聞いた場合の打撃音特性が

どのように変化するのかを人と検査面の位置関係を模擬し

た打撃音の収録を実施し、剥離深さと打撃音の関係につ

いて検討を行った。 

打音検査/検査ハン

マー/剥離/定量的評

価/実効値 

伴 享/歌川 紀之/金

田 淳/高津 徹/鎌田

則夫 

佐藤工業/佐

藤工業/ＪＲ東

日本/ＪＲ東日

本/ＪＲ東日本

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-402, pp.804-805, 

2001 

01-5 

25 
トンネル覆工内部探査装置

の開発 

超音波で用いられている周波数より低い、可聴領域の音

波（音響弾性波）を用いた探査子によって覆工コンクリート

内部を非破壊で探査できる装置の開発を行い、実用化に

あたっての診断機能の有効性が確認できた 

トンネル/覆工コンクリ

ート/非破壊検査/音

響弾性波/探査子 

松井 精一/長田 文

博/鈴木 秀門 

ＪＲ西日本/Ｊ

Ｒ西日本/ＪＲ

西日本 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-403, pp.806-807, 

2001 

01-6 

26 

打撃エネルギー減衰に基

づいたコンクリート損傷の定

量化方法 

打撃用のテストハンマー，高指向性マイクを用い、打撃エ

ネルギー減衰の着目した方法が、コンクリート内部の空洞

などの損傷を探知する方法として有効であることを確認し

た． 

空洞/内部損傷/コン

クリート/劣化/非破壊

探査 

孫 建生/野口 隆 
青木建設/青

木建設 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-404, pp.808-809, 

2001 

01-6 

27 
衝撃弾性波法によるコンク

リート品質の推定について 

水セメント比や粗骨材寸法の異なるコンクリート試験片を

製作し、材齢、養生方法を変えて弾性波速度と圧縮強度を

測定し、衝撃弾性波法により測定した弾性波速度からコン

クリートの品質推定が可能であるかを検討した。 

非破壊検査/コンクリ

ート品質/衝撃弾性波

法/弾性波速度 

岩野 聡史/極檀 邦

夫/森濱 和正/境 友

昭 

伊藤建設/東

海大学/土木

研究所/アプ

ライドリサーチ

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-405, pp.810-811, 

2001 

07 
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28 

衝撃弾性波による PC グラ

ウトの充填評価手法に関す

る実験および有限要素解析 

既設 PC 構造物におけるグラウト充填状況を非破壊的に

確認するための手法として，衝撃弾性波の適用を検討し

た。本研究では，スラブ供試体の PC 鋼材両端面の露出

部分を保護コンクリートで覆い，より実構造物に近い状況と

して実験を行うとともに解析的な検討を加えた。 

非破壊検査/衝撃弾

性波法/PC 構造物/

グラウト充填評価/有

限要素法 

国枝 泰祐/鎌田 敏

郎/若山 勉/中澤 里

/六郷 恵哲 

岐阜大学/岐

阜大学/安部

工業所/岐阜

大学/岐阜大

学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-406, pp.812-813, 

2001 

08 

29 

衝撃弾性波法による実物

大 PC 桁のグラウト充填評

価 

衝撃弾性波法とは，構造物表面に衝撃を作用させることに

より入力した弾性波を，同じく構造物表面に設置した振動

子により受信して内部の状況を非破壊的に把握する手法

である．本研究では，本手法の実構造物への適用性を把

握する目的で，グラウト充填評価のために製作された, 長

さ 35m の実物大 PC 桁において実験を行い，手法の有効

性について検討した．評価パラメータとしては，弾性波伝播

速度を用いた． 

非破壊検査/衝撃弾

性波法/グラウト充填

評価/PC 構造物 

若山 勉/鎌田 敏郎/

淺野 雅則/北園 英

明/横山 博司 

安部工業所/

岐阜大学/岐

阜大学/（株）

安部工業所/

（株）安部工

業所 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-407, pp.814-815, 

2001 

08 

30 

AE パラメータによるひびわ

れの簡易識別方法 －しき

い値が及ぼす影響－ 

AE 計測により引張り型ひび割れとせん断型ひび割れを識

別する目的で、RA 値（立ち上がり時間/最大振幅値）と平

均周波数による検討を行なうとともに、しきい値の設定が

結果に及ぼす影響について検討した。 

非破壊検査/しきい値

/アコースティック・エミ

ッション/平均周波数

/RA 値 

内田 昌勝/辻 伸幸/

大津 政康/岡本 享

久 

太平洋セメン

ト/太平洋セメ

ント㈱/熊本

大学大学院/

太平洋セメン

ト㈱ 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-408, pp.816-817, 

2001 

01-6 

31 

アコースティックエミッション

法による供用下鋼橋の疲

労亀裂探査に関する研究 

試験室及び供用下鋼橋において、クランプ止めした疲労亀

裂入り鉄板の連続 AE モニタリングを行い、AE 法による疲

労亀裂探査能力、ノイズの影響を確認した。なお AE モニタ

リングでは、ガードセンサーテクニックとロケーションテクニ

ックを用いている。 

アコースティックエミッ

ション法/鋼橋/疲労

亀裂 

遠藤 和男 
本州四国連

絡橋公団 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-409, pp.818-819, 

2001 

01-6 

32 
鉄筋探査機の鉄道構造物

への適用に関する研究 

鉄筋探査機を対象とし，鉄筋のかぶりの測定手法につい

て鉄道構造物への適用という観点から検討を実施した．具

体的なかぶり測定手法としては，電磁誘導法（渦流法）とレ

ーダー法（電磁波法）を取り上げた． 

非破壊検査/電磁誘

導法/レーダー法/鉄

筋かぶり 

井上 裕司/曽我部 

正道/新田 耕司/長

谷川 雅志 

ビーエムシー

/鉄道総研/テ

ツドウソウケ

ン/鉄道総研

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-410, pp.820-821, 

2001 

05 

33 

レーダーアンテナから直接

波として送受信される電磁

波のコンクリート中における

伝搬経路 

レーダーアンテナ（周波数 800MHz，1GHz，1.5GHz）から直

接波として送受信される電磁波のコンクリート中における

伝搬経路を把握するための実験を行った。 

レーダ法/電磁波の

伝搬経路/コンクリー

ト構造物/非破壊試験

金本 康宏/松山 公

年/太田 資郎/藤原 

鉄朗 

日本工営/日

本工営株式

会社/日本工

営株式会社/

日本工営株

式会社 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-411, pp.822-823, 

2001 

07 
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34 

走行式トンネルコンクリート

点検システムに関する研究

（その１） －ホーンアンテナ

を用いたレーダ法によるコ

ンクリートの内部性状調査

－ 

測定アンテナを列車等に搭載して走行と同時に測定可能

なシステムを想定し，アンテナとコンクリート表面の間隔を

最大で 1m 程度離した状態により，一般に市販されている

アンテナ（ダイポール型）に比べて，指向性が高いとされる

ホーンアンテナを用いて測定を行った。 

構造物診断/非破壊

検査/電磁波レーダ

法/ホーンアンテナ/

非接触測定 

宮本 一成/勝木 太/

魚本 健人 

芝浦工業大

学大学院/芝

浦工業大学/

東京大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-412, pp.824-825, 

2001 

01-6 

35 

中性化による鉄筋腐食に対

する自然電位法の適用性

に関する実験的研究 

中性化による鉄筋腐食状態を自然電位により推定する場

合の問題点を明らかにすることを目的として促進中性化下

の各種ＲＣ供試体を用いて実験を行った。 

鉄筋腐食/自然電位/

中性化/分極抵抗 

高木 猛志/中川 元

宏/服部 篤史/宮川 

豊章 

京都大学

/(株）アーバ

ン・エース/京

都大学/京都

大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-413, pp.826-827, 

2001 

06 

36 

鉄筋腐食の非破壊評価の

ための自然電位法の改良

に関する研究 

コンクリート表面で測定された自然電位を境界要素法

(BEM)を簡易化した逆解析法(IBEM)により, 鉄筋上電位へ

変換する方法を開発した. そのため自然電位法にある

様々な要因による確定性 1）の影響を軽減し, 鉄筋腐食域

を定量的に評価する手法の実用化について検討を行った.

自然電位法/レーダ

法/境界要素法/コン

クリートの抵抗/非破

壊評価/逆解析法 

慶 済運/大津 政康

熊本大学大

学院/熊本大

学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-414, pp.828-829, 

2001 

06 

37 

走行式トンネルコンクリート

点検システムに関する研究

（その２） －ハイビジョンひ

びわれ検知システムにおけ

る撮影条件および照明特性

の影響 

走行下でのひび割れを検知するシステムとして、ハイビジョ

ンカメラを用いたシステムについて検討した。本研究では

ひびわれを、速度 5km/h 以上の走行車両から撮影する場

合における最適な撮影条件について検討するために、カメ

ラ移動下におけるシャッター速度と照明条件との関係を明

らかにすると共に、照明種類やその分光特性がひびわれ

検知精度に及ぼす影響について検討を行った。 

ハイビジョン/ひび割

れ/調査診断/照明/

分光特性/覆工コンク

リート 

大野 定俊/米澤 敏

男/岡田 正美/朝倉 

敏弘 

竹中技術研

究所/竹中技

術研究所/竹

中技術研究

所/京都大学

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-415, pp.830-831, 

2001 

01-1 

38 

走行式トンネルコンクリート

点検システムに関する研究

（その３） －ハイビジョン画

像からひび割れを抽出する

ための最適画像処理方法

の検討 

ハイビジョンカメラを用いて、各種のひび割れを配置し製作

した模擬欠陥トンネルを走行撮影し、撮影したデジタル画

像からひび割れを抽出するための画像処理手法の最適化

を検討した結果をまとめたものである。 

ハイビジョン/ひび割

れ/調査診断/画像処

理/覆工コンクリート 

岡田 正美/米澤 敏

男/大野 定俊/小出 

博/朝倉 敏弘 

竹中技術研

究所/竹中技

術研究所/竹

中技術研究

所/ニコン技

術工房/京都

大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-416, pp.832-833, 

2001 

01-1 

39 
可視画像と赤外線画像によ

るコンクリート劣化調査 

可視画像と赤外線画像を統合処理するシステムの開発を

実施した。これにより、複数のソフトを併用して行なってい

た煩雑な処理が一元的に統合でき、診断精度および診断

効率の向上に大きく寄与できる。 

コンクリート構造物/

デジタルカメラ/可視

画像/赤外線カメラ/

赤外線画像/画像処

理 

外川 勝/小出 博/赤

松 幸生/虫明 成生

ニコン技術工

房/(株)ニコン

技術工房/国

際航業（株）/

国際航業

（株） 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-417, pp.834-835, 

2001 

01-1   
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40 

赤外線カメラによる高架橋

コンクリートの剥離診断手

法 

高架橋コンクリートの剥離箇所の診断に対して、非破壊、

非接触での効率的な調査が可能な、熱画像を用いた診断

手法の開発を行った。 

高架橋/剥離診断/赤

外線カメラ/熱画像/

使用条件/温度分布

長田 文博/小林 睦

志/泉並 良二/虫明 

成生 

ＪＲ西日本

/JR 西日本

/JR 西日本/

国際航業株

式会社 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-418, pp.836-837, 

2001 

01-5   

41 

赤外線サーモグラフィー法

による FRP シートの剥離評

価 

連続繊維シート接着工法の剥離評価を目的として、シート・

コンクリート界面、シート界面およびシート内部に欠陥を作

製し、シートの種類、積層数などが赤外線サーモグラフィー

探査精度におよぼす影響を検討した。 

非破壊検査/赤外線

サーモグラフィー法/

連続繊維シート/剥離

/撮像距離 

小林 香木/尼崎 省

二 

和歌山県/立

命館大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-419, pp.838-839, 

2001 

01-5   

42 

サーモグラフィー法と打音

法を併用した炭素繊維シー

ト補強コンクリートの積層間

剥離評価 

連続繊維シート工法の剥離検査において、結露や水分な

どの要因によって起こる接着不良が各積層間に起こった

場合を想定して疑似剥離の検知を試みた。さらに、打音法

を併用して連続繊維シートの振動特性の相違から剥離領

域及び寸法が定量的に評価できることを明らかにした。 

炭素繊維シート/剥離

評価/サーモグラフィ

ー法/打音法/画像処

理 

金光 寿一/柳内 睦

人/三星 智典/黒古 

剛司 

中央工学校/

日本大学/日

本大学/日本

大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-420, pp.840-841, 

2001 

01-5  

43 

サーモグラフィー法によるコ

ンクリート内部空隙の検出

精度に関する研究 

コンクリート内部の空隙を対象として，熱拡散理論に基づ

いたサーモグラフィー法の効率的な試験方法の確立を最

終的な目的としてその検出精度について実験的検討を行

った 

サーモグラフィー/赤

外線/非破壊検査/欠

陥検出/空隙 

高羅 信彦/足立 一

郎/魚本 健人 

千葉工業大

学大学院/千

葉工業大学/

東京大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-421, pp.842-843, 

2001 

01-6 

44 

近赤外スペクトルを利用し

た NaCl 分布計測に関する

研究 

コンクリートの化学的劣化に着目しリモートセンシング技術

を応用し，マルチスペクトルを用いコンクリート表面の化学

物質の計測に関する基礎的研究を行なった。その結果、

NaCl の判別には 1644nm を用いることでより安定した精

度で判別することが可能である。 

非破壊検査/構造物

診断/維持管理 

佐藤 大輔/魚本 健

人 

千葉工業大

学大学院/東

京大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-422, pp.844-845, 

2001 

04 

45 

ハイパースペクトルを用い

たコンクリート表面の劣化

物質の判別に関する基礎

的研究 

非接触，非破壊で測定が行えるリモートセンシング技術を

利用してコンクリート構造物の中性化の原因である炭酸カ

ルシウムの判別を行った。水酸基イオン，炭酸イオンの特

徴波長を求めることにより，炭酸カルシウムの重量比率を

精度の良く推定を行うことが可能である 

リモートセンシング/

炭酸カルシウム/水酸

化カルシウム/分光放

射輝度/反射率 

奥山 康二/勝木 太/

魚本 健人 

芝浦工業大

学/芝浦工業

大学/東京大

学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-423, pp.846-847, 

2001 

03 

46 

硬化コンクリートの含水率

に関する屋外暴露試験結

果 

実構造物中のコンクリートの含水率の範囲について目安と

なるデータを得るため，水セメント比の異なる供試体を屋

外に暴露し，含水率の測定を行ったので，その結果を報告

する。含水率の測定は，供試体中に埋め込んだ日大式セ

ラミックセンサの電気抵抗を，ＬＣＲメータで測定することに

より行った。 

含水率/屋外暴露試

験 

古賀 裕久/河野 広

隆/田中 良樹 

土木研究所/

土木研究所/

土木研究所 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-424, pp.848-849, 

2001 

07 
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47 

コンクリート抵抗による耐久

性評価に関する実験的検

討 

コンクリート抵抗を小さなものとした場合の鉄筋の腐食状

態と抵抗－自然電位－分極抵抗ならびにかぶりの変化に

伴う影響などについての実験を行い、コンクリート抵抗と耐

久性に関する検討を行った。 

コンクリート抵抗/自

然電位/分極抵抗/鉄

筋腐食/かぶり変化 

星野 富夫/魚本 健

人 

東京大学/東

京大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-425, pp.850-851, 

2001 

06 

48 
Ｘ線ＣＴ法による水セメント

比の推定法について 

産業用X 線CT スキャナを用いてRCD 用コンクリートのコ

アを撮影し，物体の密度と相関がある CT 値によってコン

クリートを構成する骨材，モルタル，空隙の各材料に分類

した。そしてモルタル部の CT 値から単位容積質量を求め

ることにより，非破壊的に水セメント比を推定する方法を検

討した。 

Ｘ線 CT 法/水セメント

比/CT 値/RCD 用コン

クリート/硬化コンクリ

ート 

天明 敏行/堤 知明/

村上 祐治/尾原 祐

三 

ハザマ/東京

電力㈱/ハザ

マ/熊本大学

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-426, pp.852-853, 

2001 

07 

49 

散乱 X 線法によるコンクリ

ート構造物の非破壊診断に

関する研究 

コンクリートの剥離，剥落を生じさせるような内部欠陥を検

出する手法として，後方散乱 X 線を測定する手法（以下，

散乱 X 線法という．）について，変状検出可能深さ等の基

本性能を把握することを目的に実験的検討を行った． 

非破壊検査/X 線法/

コンクリート構造/内

部欠陥 

鳥取 誠一/吉田 幸

司/岡本 大/佐藤 勉

/手嶋 和範 

鉄道総合技

術研究所/鉄

道総合技術

研究所/鉄道

総合技術研

究所/鉄道総

合技術研究

所/三菱重工

業 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-427, pp.854-855, 

2001 

01-6 

50 
中性子線計による合成部

材の未充填部の空洞検査 

沈埋函などの合成構造部材における鋼板とコンクリート間

の未充填部の確認方法として用いられている RI 法の線源

に、中性子線源のみを使用することによって、より精度良く

未充填部の空洞検査ができる方法について基礎的な知見

を得たので報告する 

非破壊検査/中性子/

合成部材/未充填部

小寺 秀則/清宮 理/

幸前 徹 

日東大都工

業/早稲田大

学/日東大都

工業 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-428, pp.856-857, 

2001 

01-6 

51 

反発硬度法による高強度・

高流動コンクリートの強度

推定に関する実験 

コンクリート表面を打撃し、得られた反発度から強度を推

定する反発硬度法は簡便な非破壊試験方法として、普通

コンクリートを対象として用いられている。ここでは、PC 用

の高強度コンクリートや高流動コンクリートを用いた場合の

適用性を明らかにするためにPC工場での施工実験および

室内実験によって、テストハンマーを用いた高強度・高流

動コンクリートの強度推定について検討を行った。 

反発硬度法/非破壊

試験/コア強度/高強

度・高流動コンクリー

ト 

濵 尚史/添田 政司/

大和 竹史 

福岡大学/福

岡大学/福岡

大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-429, pp.858-859, 

2001 

02 

52 

テストハンマ－を用いた反

発硬度試験結果に及ぼす

測定方法の影響 

本報告は，反発硬度法においてＮ型テストハンマ－を使用

して，測定精度に及ぼす要因として連続使用，打撃速さに

ついて検討を行い，また合わせてテストハンマ－の検定に

使用するテストアンビルの設置条件についても検討した結

果をまとめたものである。 

テストハンマ－/テスト

アンビル/反発硬度/

連続使用/打撃速さ 

永島 明夫/中村 博

之/松浦 将雄 

エスコ/大林

組/長岡技術

科学大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-430, pp.860-861, 

2001 

02 



資 1-9 

土木学会（年次学術講演会） 

No. 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 分類番号 

53 

光ファイバセンサによるひ

び割れモニタリングに関す

る実験的研究 

光ファイバセンサによる構造物のひび割れモニタリングに

関する実験と、ひび割れ計測における有用性を高めるため

の光ファイバ敷設法の検証を行う 

光ファイバセンサ/Ｂ

ＯＴＤＲ/ひび割れ/ル

ープ型敷設法 

髙橋 貴蔵/呉 智深/

須藤 佳一 

茨城大学大

学院/茨城大

学/アイレック

技建 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-431, pp.862-863, 

2001 

09 

54 

コンクリート構造物表面の

劣化現象が劣化評価に及

ぼす影響 

本論では、コンクリート構造物の劣化現象が劣化評価に与

える影響を把握するため、劣化及び美観評価に強く影響す

る変状の把握を行うものである。 

コンクリート/劣化/診

断/視覚評価/劣化要

素 

市坪 誠/迫井 裕樹/

河合 研至/小松 孝

二/今田 寛典 

呉工業高等

専門学校/呉

工業高等専

門学校/広島

大学/呉工業

高等専門学

校/呉大学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-432, pp.864-865, 

2001 

09 

55 

橋梁コンクリート床版上層

部の劣化度の定量化に関

する研究 

土砂化が起きるメカニズムを解明するため、実構造物のコ

ンクリート床版を想定した供試体を作製し、様々な条件下

において曲げ疲労実験を行い、床版上層部の観察を行っ

た。また、土砂化したコンクリートの劣化度を定量化するた

めにコンクリートをコア抜きし、Ｘ線造影撮影法を用いて劣

化に伴って発生するコンクリート内部の微細なひび割れの

長さを計測した。 

曲げ疲労実験/X線造

影撮影法/微細ひび

割れ/土砂化 

山家 信幸/大塚 浩

司/武田 三弘 

東北学院大

学大学院/東

北学院大学/

東北学院大

学 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-433, pp.866-867, 

2001 

01-6 

56 

走行式トンネルコンクリート

点検システムに関する研究

（その４） －剥落危険度統

合評価システムの開発 － 

ハイビジョン、サーモグラフィー、レーダといった異なる非接

触型の検査装置を搭載した車両を走行させて、得られた情

報を統合評価し剥落危険度を判定するシステムを開発して

きた。ここでは、取得情報を組み合わせて合理的に剥落危

険度を判定する手法について報告する。 

トンネル覆工/コンクリ

ート/剥落/調査/評価

/リニューアル 

朝倉 俊弘/村田 澄

彦/遠藤 希典/平井 

卓/和田 直也 

京都大学大

学院/京都大

学/京都大学

/竹中土木/

竹中土木 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-434, pp.868-869, 

2001 

01-5 

57 

わが国で最初のプレテンシ

ョンＴ桁橋のコンクリートの

耐久性調査 

50 年前に建設された泰平橋の耳桁および中桁から採取し

たコンクリートコア(φ50mm)を使用して、コンクリートの配

合推定、圧縮強度、静弾性係数、超音波パルス速度など

の力学的試験、コンクリートの水和生成物や内部組織の各

種分析など、を実施した。また、コンクリートの中性化およ

び塩分の浸透状況と T 桁の PC 鋼線の腐食状況との関

係について検討した。 

プレストレストコンクリ

ート橋/歴史的橋梁/

解体調査/耐久性/塩

分含有量 

佐々木 浩文/鳥居 

和之/大浦 隆/森 拓

也 

金沢大学大

学院/金沢大

学/ピー・エス

/ピー・エス 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-435, pp.870-871, 

2001 

07 
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58 

衝撃振動試験による高架

橋健全度評価に関する解

析的検証 

標準化されたラーメン高架橋の柱の剛性評価をする際に

おいて、同位相２次の固有振動数を用いることの妥当性つ

いて確認を行い、振動性状の把握も行った。また、衝撃振

動試験の際に困難な同位相モードの固有振動数の判定方

法について提案を行い、実測の衝撃振動試験結果との整

合が取れることを確認した。 

柱の剛性評価/同位

相・逆位相/時刻歴応

答解析 

宮村 正樹/関 雅樹/

丹間 泰郎/下村 勝/

中野 聡 

福山コンサル

タント/東海旅

客鉄道株式

会社/東海旅

客鉄道株式

会社/東海旅

客鉄道株式

会社/福山コ

ンサルタント

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-436, pp.872-873, 

2001 

09 

59 
衝撃的荷重を受けた上床

版損傷調査および復旧 

CTM(Concrete Thickness Measurement)は小型スチール

ハンマーの打撃によって入力された波動の反射波の伝播

時間からコンクリート厚さをや水平ひび割れ深さを推定す

る手法である。損傷のあるコンクリート構造物に対して、

CTM による調査を行い、その有効性を確認した。 

CTM/非破壊調査/コ

ンクリートの浮き/水

平ひびわれ 

田中 玲光/金城 孝

文/佐々木 孝/大橋 

由武/佐藤 巧二 

中央復建コン

サルタンツ/

中央復建コン

サルタンツ/

中央復建コン

サルタンツ/

阪神電気鉄

道/阪神電気

鉄道 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-437, pp.874-875, 

2001 

01-4 

60 

わが国で最初のプレテンシ

ョンＴ桁橋の解体調査と載

荷試験 

泰平橋解体時の耐荷力試験結果より、載荷試験で得られ

た耐荷力は計算値以上の値を示し、約50 年間供用された

泰平橋が耐荷性にも優れていることが確認された。 

プレストレストコンクリ

ート橋/歴史的橋梁/

解体調査/載荷試験/

有効プレストレスト量

杉谷 真司/鳥居 和

之/大浦 隆/森 拓也

金沢大学大

学院/金沢大

学/ピー･エス

/ピー･エス 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-438, pp.876-877, 

2001 

09 

61 

長期間供用された PC 構造

物中の PC 鋼より線残存緊

張力推定法に関する研究 

振動する弦の緊張力はその振動数の二乗に比例するとい

う「弦の振動原理」に着目し、PC 鋼より線を打撃した時に

生じる固有振動数から、PC 鋼より線の残存緊張力を推定

する方法の開発を行ったものである。 

PC 鋼より線/残存緊

張力/固有振動数/緊

張力推定式 

長谷川 貴志/大塚 

浩司/佐々木 徹 

東北学院大

学大学院/東

北学院大学/

ドーピー建設

工業 

土木学会第 56 回年次学術

講演会, V-439, pp.878-879, 

2001 

09 

62 
デジタル画像複合法による

損傷履歴の管理手法 

約 20 年にわたり、RC 床版を撮影した写真をデジタル化し、

重ね合わせることにより、損傷進行過程を再現する「画像

複合法」を提案した。赤外線画像も利用した複合診断も試

みた。 

床版，デジタル画像，

モニタリング，損傷履

歴，画像複合，赤外

線 

濱野裕巳 

佐々木一哉 

畑野達郎 他 

財)首都高速

道路技術セン

ター 

首都高速道

路公団 

三協㈱ 

土木学会第 56 回年次学術

講演会,CS3-003，

pp.166-167,2001 

 01-1 
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63 
デジタル画像診断法による

損傷履歴の解析事例 

蓄積された床版写真をデジタル化し、損傷度判定を行い、

施工条件や環境条件と劣化パターンの関係を整理した。

床版，デジタル画像，

ひび割れ，損傷履

歴，損傷度判定 

布施光弘 

佐々木一哉 

畑野達郎 他 

財)首都高速

道路技術セン

ター 

首都高速道

路公団 

三協㈱ 

土木学会第 56 回年次学術

講演会,CS3-004，

pp.168-169,2001 

01-1 

64 

コア穿孔反力を用いたコン

クリート強度の測定に関す

る研究 

破壊領域を比較的小さくできる直径 40mm の小径コア抜き

を行い、その際の穿孔反力から、コアによる一軸圧縮試験

が出来ないような劣化部でも直接深さ方向のコンクリート

強度を求める方法の開発を行なった。 

コア穿孔試験/モルタ

ル強度/コンクリート

強度/骨材分布 

武田 三弘/大塚 浩

司/山家 信幸 

東北学院大

学/東北学院

大学/東北学

院大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-155, pp.309-310, 

2002 

02 

65 

粗骨材最大寸法 40mm のコ

ンクリートより採取した小径

コアによる構造体コンクリー

ト強度の測定精度に関する

実験的研究 

小径コアによる構造体コンクリート強度調査法を土木構造

物に適用することを目的として、粗骨材最大寸法 40mm の

コンクリート試験体より採取した小径コア（φ25×50mm）に

ついて圧縮強度試験を行い、通常コア（φ100×200mm）と

比較することで、その測定精度について検討した。 

コンクリート/小径コア

/粗骨材最大寸法/圧

縮強度 

笹倉 伸晃/伊藤 始/

野永 健二/佐原 晴

也 

前田建設工

業/前田建設

工業/錢高組

/日本国土開

発 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-156, pp.311-312, 

2002 

02 

66 

コンクリート強度推定のた

めの反発度測定における

乾燥・吸水状態の影響 

テストハンマーを用いて硬化コンクリートの反発度を測定

し，強度を簡易に推定する反発度法について、乾燥・吸水

状態の影響実験を行った。その結果、湿潤状態では，気乾

状態と比較して反発度が３程度低下した。一方，測定され

た含水率と反発度の関係は必ずしも明確ではなかった。 

テストハンマー/強度

推定/含水率/水分計

/非破壊検査 

古賀 裕久/河野 広

隆/伊藤 祐二/川崎 

克己 

土木研究所/

土木研究所/

日本構造物

診断技術協

会/日本構造

物診断技術

協会 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-157, pp.313-314, 

2002 

02 

67 

反発度による強度推定試

験に用いるテストアンビル

の使用条件に関する実験

結果 

各種のテストアンビルを異なる設置条件の下で使用し，測

定結果を比較した。反発度 80 程度のテストアンビルを用い

た場合，今回の実験の範囲では，設置場所による影響は

明確ではなかった。一方，直径が比較的小さい携帯用アン

ビルには，設置場所の影響を受ける場合があった。 

テストハンマー/テスト

アンビル/強度推定/

非破壊検査 

高橋 功/古賀 裕久/

河野 広隆/峰村 富

夫 

日本構造物

診断技術協

会/土木研究

所/土木研究

所/日本構造

物診断技術

協会 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-158, pp.315-316, 

2002 

02 

68 
ビッカース硬さによるモルタ

ルの弾性係数の推定 

ビッカース硬さ測定は劣化診断の手法として用いられてお

り、セメント硬化体の硬さに着目したものである。本報告で

はモルタルを用いて骨材などを含めてビッカース硬さを測

定し、弾性係数の推定を行った結果を報告する 

コンクリート/モルタル

/ビッカース硬さ/弾性

係数/推定方法/耐久

性 

大脇 英司/坂井 悦

郎/大門 正機 

大成建設/東

京工業大学/

東京工業大

学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-159, pp.317-318, 

2002 

07 
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69 

X 線造影撮影法によるコン

クリート劣化の定量化に関

する研究 

Ｘ線造影撮影法を用いてコンクリート内部のマイクロクラッ

クを検出するとともに、コンクリートを透過する X 線量に応

じて変化する X 線フィルム濃度より、コンクリートの劣化を

定量化する方法を開発した。今回は、現場より採取したコ

ンクリートと実験室で打設した健全なコンクリートの X 線フ

ィルム濃度を比較した。 

X 線造影撮影法/コン

クリート劣化の定量化

/マイクロクラック 

山家 信幸/大塚 浩

司/武田 三弘 

東北学院大

学/東北学院

大学/東北学

院大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-160, pp.319-320, 

2002 

01-6 

70 

コンクリート構造物に対する

非破壊検査の適用性に関

する検討 

かぶり厚さを検査する方法として、電磁波レーダ法（３機

種）及び電磁誘導法（３機種）を選定して、比較実験を行っ

た。各種非破壊検査機器の誤差は-10mm～6mm 程度で

あり、平均するとレーダ法で約-6mm、誘導法で約 1mm で

あった。 

非破壊検査/コンクリ

ート構造物/電磁誘導

法/電磁波レーダ法/

かぶり 

益子 直人/田嶋 仁

志 

首都高速道

路公団/首都

高速道路公

団 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-161, pp.321-322, 

2002 

05 

71 

グルコン酸ナトリウム溶液

の密度変化を用いた硬化コ

ンクリート中のセメント量の

簡易推定方法に関する研

究 

単位セメント量の大きいコンクリート程、その粉末を溶解し

たグルコン酸ナトリウム溶液の密度が大きくなることに着目

して、硬化コンクリート中のセメント量を簡易に推定する方

法の提案について報告する。 

硬化コンクリート/グ

ルコン酸ナトリウム/

密度変化/セメント量/

非破壊検査 

野田 智也/辻 正哲/

中田 喜久/澤本 武

博/山田 保 

名古屋大学/

東京理科大

学/ものつくり

大学/東京理

科大学/東京

理科大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-162, pp.323-324, 

2002 

07 

72 

Ｘ線ＣＴ法を用いた硬化コン

クリートの水セメント比と単

位セメント量の推定方法に

ついて 

硬化コンクリートの配合推定方法は，セメント協会法といわ

れる学分析法が一般的であるが，分析工程などが複雑

で，工期や費用が多大にかかるわりに，試料によっては信

頼性に乏しい推定結果が得られることがある．本研究で

は，X 線 CT 法を用いた硬化コンクリートの水セメント比と

単位セメント量を推定方法を検討した． 

Ｘ線 CT 法/CT 値/配

合推定/水セメント比/

単位セメント量 

天明 敏行/堤 知明/

村上 祐治/尾原 祐

三/小野 宏紀 

ハザマ/東京

電力(株)/ハ

ザマ/熊本大

学/熊本大学

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-163, pp.325-326, 

2002 

07 

73 

ＲＩを用いたフレッシュコンク

リートの単位水量測定方法

（現場導入に向けての精度

検証） 

フレッシュコンクリートの単位水量測定法として、ラジオアイ

ソトープを用いた水分計（RI 水分計）を開発し、現場導入に

向けた測定精度等の検証を行うための試験を行った。 

フレッシュコンクリート

/単位水量/ラジオア

イソトープ/精度/測定

方法 

竃本 武弘/横尾 和

嗣/小林 康章 

日本道路公

団/日本道路

公団/東エン

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-164, pp.327-328, 

2002 

07 

74 

超音波によるセメントペース

トの硬化挙動の評価手法に

関する一考察 

セメントペーストの硬化挙動を把握するために，超音波の

計測に AE 計測システムを活用し，評価パラメータとして伝

播速度，波形の最大振幅値を用いて，短時間に変化する

材料の硬化挙動を捉える検討を行った． 

硬化挙動/非破壊評

価/超音波法/伝播速

度/最大振幅値 

内田 慎哉/鎌田 敏

郎/久田 真/桑原 常

晃/河村 彰男 

岐阜大学/岐

阜大学/独立

行政法人土

木研究所/岐

阜大学/熊谷

組 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-165, pp.329-330, 

2002 

07 
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75 

ピンホール試験によるコン

クリート表面処理工法の品

質評価 

表面処理工法を適用した鉄筋コンクリート鉄道高架橋を対

象にピンホール試験（コンクリート躯体の通電性を利用し、

高電圧放電によってピンホールを検出する方式）を試行し

た結果、コンクリート構造物に対しても同試験の有効性が

確認できた。 

表面処理工法/鉄筋

コンクリート構造物/ピ

ンホール試験/品質

管理 

荒巻 智/野村 倫一/

渡辺 佳彦/山崎 尚

彦/宮川 豊章 

ＪＲ西日本

/JR 西日本

/JR 西日本/

樹脂ライニン

グ工業会/京

都大学大学

院 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-166, pp.331-332, 

2002 

07 

76 
外的塩害を受けた鉄筋コン

クリート構造物の追跡調査 

塩害対策工法を施工した鉄筋コンクリートホーム橋脚を対

象として、非破壊あるいは破壊検査による鉄筋腐食診断と

塩化物イオン量の調査を実施した 

SSI 工法/塩害/塩化

物イオン/補正自然電

位/凍結防止剤 

丸山 直樹/田中 善

之/飯島 亨 

ＪＲ西日本

/JR 西日本/

鉄道総合技

術研究所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-167, pp.333-334, 

2002 

06 

77 

中性化下の鉄筋腐食モニタ

リングに与える表面含水率

の影響 

促進中性化下の鉄筋コンクリート供試体を用いて分極抵

抗およびコンクリート抵抗等の測定を行い、測定時の散水

が与える影響および分極抵抗とコンクリート抵抗の関係を

把握するとともに、K 値の推定を行った。 

分極抵抗/コンクリー

ト抵抗/表面含水率/

中性化深さ/K 値 

生田 周史/中川 元

宏/山本 貴士/服部 

篤史/宮川 豊章 

京都大学大

学院/アーバ

ン・エース/京

都大学大学

院/京都大学

大学院/京都

大学大学院 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-168, pp.335-336, 

2002 

06 

78 

交流インピーダンス測定に

おけるコンクリート中電流分

布特性に関する研究 

コンクリート梁中の単鉄筋を対象として交流インピーダンス

測定を行なう場合について３次元 FEM 解析によりコンクリ

ート中の電流分布特性を調査した。 

鉄筋腐食/モニタリン

グ/AC インピーダンス

/BEM/分極抵抗 

松岡 和巳/松井 繁

之 

新日本製鉄/

大阪大学大

学院 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-169, pp.337-338, 

2002 

06 

79 

打音解析法の検証と評価

法の適用事例（その１：試験

および解析結果） 

打音法における打音の聴き分けを人間の聴覚に代わりマ

イクロフォンとパソコンに担わせることを目的に研究を行

い、これまでに解析法および評価法の提案を行ってきた。

本報告は、平成 13 年度に実施した高欄供試体を使用した

打音試験の概要と試験結果について報告する。 

打音法/診断/損傷探

知法/ウェーブレット

解析 

稲葉 智明/羅 休/羽

矢 洋 

鉄道総合技

術研究所/鉄

道総合技術

研究所/鉄道

総合技術研

究所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-170, pp.339-340, 

2002 

01-5 

80 

打音解析法の検証と評価

法の適用事例（その２：評価

法概要および評価結果） 

打音法における打音の聴き分けを人間の聴覚に代わりマ

イクロフォンとパソコンに担わせることを目的に研究を行

い、これまでに解析法および評価法について提案を行って

きた。平成 13 年度に実施した試験の概要と得られた打音

に対する解析結果について、評価法の考え方および評価

結果について紹介する。 

打音法/診断/損傷探

知法/ウェーブレット

解析 

羽矢 洋/羅 休/稲葉

智明 

鉄道総合技

術研究所/鉄

道総合技術

研究所/鉄道

総合技術研

究所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-171, pp.341-342, 

2002 

01-5 
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81 
打撃応答法による鉄筋コン

クリート床板中の欠陥評価 

インパルスハンマーと加速度計を組合わせた打撃応答法

を用いて、ＲＣ構造物内部に潜む扁平な空隙欠陥の存在・

大きさ・深さ等を評価する方法について検討したものであ

る。 

ＲＣ/非破壊検査/打

撃応答法/応答スペク

トル/欠陥評価 

坂田 康徳 
九州東海大

学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-172, pp.343-344, 

2002 

01-5 

82 

打撃音の周波数特性に着

目したコンクリート表層部の

欠陥評価手法 

打撃音における周波数特性の欠陥評価への適用性を検

討するため，鋼球直径を変化させ，入力する弾性波の周

波数範囲を広くした条件の検討を行った。そして，鋼球直

径の違いが打撃音の周波数特性に与える影響を確認する

とともに，欠陥の存在が周波数分布におよぼす影響につ

いて検討した。さらに，加速度計による表面振動計測もあ

わせて実施した。 

非破壊試験/打音法/

周波数分布/たわみ

共振/人工欠陥 

鎌田 敏郎/淺野 雅

則/六郷 恵哲/遠藤 

友紀雄 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/昭和コ

ンクリート工

業 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-173, pp.345-346, 

2002 

01-5 

83 

サーモグラフィー法と打音

法を併用した走行荷重を受

けるＣＦＳ補強ＲＣ梁の剥離

進展領域評価 

炭素繊維シート（CFS） で補強された RC 梁に対して静荷

重載荷及び走行荷重載荷実験を行い、その破壊時の剥離

進展領域についてサーモグラフィー法及び打音法を採用し

て検討した。 

炭素繊維シート/サー

モグラフィー法/ウェー

ブレット解析/RC 梁/

走行荷重 

黒古 剛司/木田 哲

量/柳内 睦人/金光 

寿一 

日本大学/日

本大学/日本

大学/中央工

学校 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-174, pp.347-348, 

2002 

01-5 

84 
衝撃弾性波法のコンクリー

ト内空隙検知への適用性 

衝撃弾性波法による柱状コンクリート構造物の内部欠陥の

探査精度確認を目的として、2 つの孔を持つ正方形コンク

リート板を用いた試験について述べる。 

コンクリート/衝撃弾

性波/空隙 
極檀 邦夫/境 友昭

東海大学/ア

プライドリサー

チ 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-175, pp.349-350, 

2002 

01-5 

85 

鉄筋コンクリートラーメン高

架橋における劣化度調査

（その１） 

在来線の鉄道鉄筋コンクリートラーメン高架橋の補修工事

中に、詳細な劣化度調査を実施した．本稿は、調査項目の

内,赤外線カメラを用いた非破壊検査の結果と実際にコンク

リートをはつって確認した鉄筋腐食度との相関等について

報告する． 

鉄筋コンクリートラー

メン高架橋/赤外線カ

メラ/鉄筋腐食度 

櫟田 正人/宮下 浩

明/松田 好史/村田 

一郎 

ＪＲ西日本

/JR 西日本

/JR 西日本/

ジェイアール

西日本コンサ

ルタンツ 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-176, pp.351-352, 

2002 

01-5 

86 

鉄筋コンクリートラーメン高

架橋における劣化度調査

（その２） 

鉄道ラーメン高架橋の大規模な補修工事を機会に，健全

度評価手法の定量化を目指し，中性化深さ，塩化物イオン

量のバラツキと鉄筋腐食度に着目した詳細調査を実施し

たので，その結果について報告する． 

鉄筋コンクリートラー

メン高架橋/中性化/

塩化物イオン/鉄筋腐

食度 

村田 一郎/櫟田 正

人/宮下 浩明/松田 

好史 

ジェイアール

西日本コンサ

ルタンツ/西

日本旅客鉄

道/西日本旅

客鉄道/西日

本旅客鉄道 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-177, pp.353-354, 

2002 

06 
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87 

SIBIE によるコンクリート内

部欠陥評価に関する数値

解析 

インパクトエコー法は，弾性波の周波数スペクトルを用い，

検査対象の断面をビジュアル化し内部欠陥を検出する手

法として SIBIE(Stack Imaging of spectral amplitudes Based 

on Impact Echo)を開発した．本稿は，3 次元境界要素法

(BEM)を用いることにより，実在寸法のモデルでの SIBIE 

解析結果へのコンクリート表面部からの反射の影響につい

て考察した． 

インパクトエコー法

/SIBIE/境界要素法/

グラウト充填度評価 

野村 芳弘/小坂 浩

二/大津 政康/内田 

昌勝 

熊本大学大

学院/オリエン

タル建設/熊

本大学大学

院/太平洋セ

メント 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-178, pp.355-356, 

2002 

09 

88 

コンクリート内部空隙の検

出におけるインパクトエコー

法を利用したイメージング

手法の有効性 

弾性波を利用した非破壊検査手法のインパクトエコー法で

得られた周波数スペクトルに基づいたイメージングによる

画像処理法により，コンクリート供試体に人工的に埋設し

た内部空隙の検出を実験的に試みるとともに，イメージン

グ条件を変化させることで，内部空隙の検出に適したイメ

ージング条件とその有効性について検討した。 

インパクトエコー法/

弾性波/周波数スペク

トル/イメージング/内

部空隙 

森田 貴史/渡辺 健/

橋本 親典/一宮 桂

一郎 

徳島大学/徳

島大学/徳島

大学/徳島県

生コンクリート

工業組合 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-179, pp.357-358, 

2002 

01-6 

89 

鋼材がコンクリートの弾性

波速度測定値に及ぼす影

響 

本研究は、圧電体への直流電圧の印加･放電によって弾

性波を発生させる超音波パルス伝播時間測定装置（波形

観察方式および飽和増幅方式）を用いて、印加電圧、放電

時間、供試体の形状･寸法が弾性波速度に及ぼす影響、さ

らに鋼材がコンクリートの弾性波速度測定値に及ぼす影響

を検討したものである。 

コンクリート/非破壊

検査/弾性波速度/鋼

材 

尼﨑 省二 立命館大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-180, pp.359-360, 

2002 

07 

90 

弾性波の波形特性に基づく

コンクリート下水管路の劣

化診断手法に関する基礎

的検討 

小口径コンクリート下水管路のメインテナンスにおいて、よ

り定量的で簡易的な劣化診断手法を新たに開発すべく，打

撃により入力した弾性波を用いた非破壊試験法の検討を

行った． 

コンクリート下水管路

/劣化診断/弾性波/

最大振幅値/周波数

分布 

舟橋 孝仁/鎌田 敏

郎/皆木 卓士/野崎 

善治/内田 慎哉 

岐阜大学/岐

阜大学/積水

化学工業/積

水化学工業/

岐阜大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-181, pp.361-362, 

2002 

01-5 

91 
超音波法によるＰＣ桁コンク

リート品質評価の検討 

コンクリート構造物内部の検査に適用する非破壊試験の

方法として超音波測定法がある。本調査では既設ＰＣ構造

物において目視検査では評価が難しい箇所について構造

物の劣化状況を把握するため、主桁下面コンクリートの超

音波測定法による健全度評価を行い、既設構造物での本

調査手法の有効性を検討した。 

ＰＣ構造物/超音波測

定/伝播速度/品質評

価/非破壊検査 

鈴木 亨/鎌田 敏郎/

丹間 泰郎/桑原 常

晃 

ＪＲ東海/岐阜

大学/東海旅

客鉄道/岐阜

大学大学院 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-182, pp.363-364, 

2002 

01-4 

92 

超音波法を用いたＲＣ柱の

損傷度評価に関する基礎

的研究 

ＲＣ柱の正負交番載荷実験の比較的損傷が小さな段階に

おいて、超音波法による非破壊試験を実施し、超音波の伝

播特性とＲＣ柱の損傷度との関係について実験的に検討

を行った。 

超音波法/非破壊試

験/ＲＣ柱/交番載荷/

損傷度評価 

滝本 和志/稲熊 弘/

青柳 幸穂 

清水建設/東

海旅客鉄道/

ジェイアール

東海コンサル

タンツ 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-183, pp.365-366, 

2002 

01-5 
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93 

超音波伝播解析による積

層コンクリートのひび割れ

深さ測定精度の検討 

超音波法において、音速分布の生じているコンクリートの

ひび割れ深さの測定方法として、超音波伝播時間の走時

曲線を近似して、ひび割れ深さを精度良く測定できる方法

を提案した。本研究では超音波伝播解析により、超音波伝

播速度の異なる２層のコンクリートを貫通して生じている表

面ひび割れの深さ測定精度について検討した。 

非破壊検査/超音波

法/ひび割れ/解析/

シミュレーション 

平田 隆祥/魚本 健

人/十河 茂之 

大林組/東京

大学/大林組

技術研究所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-184, pp.367-368, 

2002 

01-4 

94 

低周波弾性波非破壊検査

装置によるＲＣ床版の内部

欠陥に対する検出性能の

評価 

コンクリート構造物の点検のための新しい非破壊検査法と

して、磁歪素子により発生させた低周波の弾性波を用いた

コンクリート構造物診断システムを開発し、実用性につい

て検証した。本報文は、この装置の実大床版供試体にお

ける性能評価を行った結果について報告するものである。

構造物診断/非破壊

検査/コンクリート/磁

歪素子/低周波弾性

波/床版 

服部 晋一/鎌田 敏

郎/竹村 泰弘/井上 

正光/島田 隆史 

三菱電機/岐

阜大学/オー

デックス/オー

デックス/三菱

電機 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-185, pp.369-370, 

2002 

09 

95 

２次起因のＡＥを利用した

損傷探知法の検証および

鉄道現場への適用事例（そ

の１ 模型実験の結果およ

び現場実験の概要） 

AE センサーを用い杭基礎に発生した変状有無の特定の

可能性を模型実験により行ない、列車荷重により変状箇所

からＡＥ信号検出の可能性を実物実験により精査・検証を

行なった模型実験の結果および現場実験の概要を紹介す

る。 

2 次起因 AE/列車荷

重/基礎/模型実験/

現場実験 

羅 休/羅 休/羽矢 

洋/稲葉 智明/塩谷 

智基 

鉄道総合技

術研究所/鉄

道総研/鉄道

総研/鉄道総

研/飛島建設

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-186, pp.371-372, 

2002 

01-6 

96 

２次起因のＡＥを利用した

損傷探知法の検証および

鉄道現場への適用事例（そ

の２ 現場実験の結果およ

び評価法の提案） 

列車荷重による構造物からの 2 次起因の AE を利用した

非破壊検査法を検証するために，実橋脚・実列車荷重を

対象とした原位置での AE 計測を行った．現場実験で得ら

れたデータに基づき，その結果および評価法について詳述

する． 

２次起因ＡＥ/列車荷

重/基礎/模型実験/

現場実験 

塩谷 智基/中西 康

博/羅 休/羽矢 洋/

稲葉 智明 

飛島建設/飛

島建設/鉄道

総研/鉄道総

研/鉄道総研

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-187, pp.373-374, 

2002 

01-6 

97 

アコースティックエミッション

を用いた組積構造物の診

断手法の研究 

レンガ梁試験体の曲げ載荷試験と損傷した実レンガ高架

橋での AE 計測より，組積構造物の AE 波特性を検討す

る。 

組積構造/AE 法/アコ

ースティック･エミッショ

ン/レンガ 

四宮 卓夫/中西 康

博/塩谷 智基/森島 

啓行 

ＪＲ東日本/飛

島建設/飛島

建設/JR 東日

本 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-188, pp.375-376, 

2002 

01-6 

98 

アコースティック・エミッショ

ンを用いた組積構造物の診

断手法の研究（ＡＥによる損

傷診断規準） 

組積構造物の健全性をアコースティック・エミッション(AE)を

利用して診断する手法の開発を行っており，本文では，組

積構造物破壊時の AE 礎特性(発生傾向，供試体の各破

壊レベルにおける AE 特性，AE 法による破壊評価，破壊

の位置標定)結果について述べる． 

損傷調査/AE/模型実

験 

中西 康博/塩谷 智

基/森島 啓行/四宮 

卓夫 

飛島建設/飛

島建設/ＪＲ東

日本/ＪＲ東日

本 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-189, pp.377-378, 

2002 

01-6 

99 

鉄筋コンクリート道路橋に

おけるアコースティック・エミ

ッション計測 

道路橋の健全性評価に対する AE 計測の適用性について

検討するために，45 年間供用されてきた一般国道鉄筋コ

ンクリート(RC)道路橋における AE 計測を実施した。 

モニタリング/維持管

理/鉄筋コンクリート/

アコースティック・エミ

ッション 

中島 猛/重石 光弘/

友田 祐一 

熊本大学大

学院/熊本大

学/熊本大学

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-190, pp.379-380, 

2002 

01-6 
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100 

ＡＥ法を用いた鋼・コンクリ

ート合成床版の検査方法に

関する考察 

非破壊検査方法のひとつであるＡＥ法に着目し，ＡＥ法を用

いた鋼･コンクリート合成床版の検査を行うための基礎的

なデータを収集することを目的とし実験を行った。本研究で

は，コンクリートのひび割れ，コンクリートと下鋼板の剥離

およびスタッドの破断に関するＡＥデータ収集を目的として

おり，単調載荷試験，繰り返し載荷試験および疲労載荷試

験を行い，その際に発生するＡＥをモニタリングし，その特

性を把握する。 

鋼・コンクリート合成

床版/非破壊検査/ア

コースティック・エミッ

ション法 

伊藤 剛/重石 光弘/

伊藤 博章/友田 祐

一 

川田工業/熊

本大学/川田

工業/熊本大

学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-191, pp.381-382, 

2002 

01-6 

101 

コンクリート供試体の破壊

進展における AE 発生と打

撃音の関係 

コンクリート構造物の非破壊検査として使用される打音法

に着目し，損傷程度と打撃音の変化について実験を行っ

た．損傷程度の評価は，従来の応力ひずみ曲線と AE(破

壊音) の発生頻度を用いて行い，載荷方法や供試体の拘

束状態の違いによる打撃音の卓越周波数の変化から，打

音法による損傷程度の定量化のための基礎的実験を行っ

た． 

非破壊検査/AE 破壊

音/コンクリート/損傷

評価/圧縮破壊/打音

法 

合田 且一朗/青山 

咸康/小林 晃 

京都大学大

学院/京都大

学大学院/京

都大学大学

院 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-192, pp.383-384, 

2002 

01-6 

102 

デジタルカメラを用いたコン

クリート表面変状調査シス

テムの開発 

トンネル覆工コンクリートを対象に、表面変状調査を実デジ

タルカメラと光波自動視準測距器を用いてひび割れや剥

離，漏水等の表面変状箇所を検出する調査システムの概

要および現場での性能検証実験結果について述べる． 

デジタルカメラ/光波

自動視準測距器/表

面変状調査/ひび割

れ検出 

椎名 貴快/松井 健

一/高橋 秀樹/新谷 

壽教/潮田 和司 

西松建設/西

松建設/西松

建設/西松建

設/西松建設

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-193, pp.385-386, 

2002 

01-1 

103 

画像解析によるクラック検

出の自動処理化への一試

行 

画像処理によるクラック検出を目的とした，様々な手法が

提案されている．本報告では画像解析における，背景画像

の平滑化，クラックの鮮鋭化，クラック幅算出などの自動処

理化の一試行を示す． 

クラック/画像計測/画

像処理/クラック幅の

算出 

西川 貴文/阿部 雅

人/吉田 純司 

東京大学大

学院/東京大

学/山梨大学

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-194, pp.387-388, 

2002 

01-1 

104 

赤外線によるコンクリートの

劣化、性状判定システムの

開発 

赤外線サーモグラフィー法は、測定物表面に現れる温度

場の変化で内部欠陥を推定する方法である。本報では、コ

ンクリート構造物を熱源によって加熱（アクティブ加熱法）

し、温度場の変化を計測することにより、気温や日射によ

る自然環境を排除し、欠陥部と健全部の温度差を明確に

する手法について検討した。 

コンクリート劣化診断

/赤外線/画像処理 

岡田 雅洋/堀江 佳

平/寺本 尚夫/古川 

謙一郎/岡 俊蔵 

三菱重工業/

阪神高速道

路管理技術セ

ンター/三菱

重工業/三菱

重工業/三菱

重工業 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-195, pp.389-390, 

2002 

01-5 

105 

赤外線映像装置によるコン

クリート内部欠陥深さ検出

に関する研究 

本研究では、サーモグラフィー法を用いて、コンクリート内

部の欠陥深さ検出の可能性について実験的検討を行っ

た。実験は模擬的に表面からの深さを変えた内部欠陥を

配置した供試体を用いて行った。熱移動は供試体を一定

温度に加熱したあと、室温環境に静置することで生じさせ

た。 

非破壊検査/サーモ

グラフィー法/内部欠

陥/欠陥深さ 

平田 寿磨/沼尾 達

弥/福澤 公夫/三井 

雅一 

茨城大学/茨

城大学/茨城

大学/茨城大

学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-196, pp.391-392, 

2002 

01-5 
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106 

補強した RC 梁の新旧材料

界面での付着破壊の評価

への非破壊試験の適用 

鋼繊維補強モルタル（SFRM）吹付け及び鋼板接着により

補強した 2 本の RC 梁において曲げ載荷試験を実施し，

非破壊試験法としてそれぞれ超音波法及びサーモグラフィ

法を用いて新旧材料界面の付着破壊状況を評価し，それ

らの適用性を検討した． 

補強/付着破壊/非破

壊検査/超音波法/サ

ーモグラフィ法 

桑原 常晃/鎌田 敏

郎/六郷 恵哲/應 江

虹/淺野 雅則 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/岐阜大

学/岐阜大学

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-197, pp.393-394, 

2002 

01-5 

107 
赤外線を用いた舗装の非

破壊検査に関する検討 

阪神高速道路は 221.2km の営業延長の 90%が高架構造で

あり，表層・基層の合計 75mm が標準の舗装厚となってい

る．交通量が多い上に大型車混入率も高く，舗装にとって

は過酷な条件であるうえ，補修工事にも時間的制約を受け

る．補修の判断にあたっては路面性状のみならず基層も

含めた混合物の状況を的確に把握する必要がある．この

ような観点から，赤外線を用いた非破壊調査を実施したの

で，その結果を報告する． 

舗装/非破壊検査/赤

外線/中性子水分計

松本 茂/鈴木 浩一/

木下 孝樹 

阪神高速道

路公団/阪神

高速道路公

団/日本鋪道

(株) 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-198, pp.395-396, 

2002 

01-5 

108 

アスファルト敷設時の舗装

熱を利用したサーモグラフィ

ー法による RC 床版内部の

欠陥検出 

サーモグラフィー法による、アスファルト敷設時の舗装熱を

利用した床版内部の診断法を提案した。実験では、床版厚

さ、欠陥の大きさ及び深さを変化させて検出可能範囲につ

いて差分法から検討した。さらに、パッシブ法及び非定常

熱伝導解析から本手法の有効性を検証した。 

舗装熱/RC 床版/サ

ーモグラフィー法/欠

陥検出/非定常熱伝

導解析 

三星 智典/柳内 睦

人/金光 寿一/黒古 

剛司 

日本大学/日

本大学/中央

工学校/日本

大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-199, pp.397-398, 

2002 

01-5 

109 
レーザー超音波によるコン

クリート剥離欠陥検出 

非接触で欠陥検出が可能と考えられるレーザー超音波の

コンクリート構造物への応用を検討している．本論文では，

コンクリートを対象としたレーザー超音波計測試験を行い，

その結果に基づき，欠陥の有無による波動伝播時間の相

違に着目した欠陥検出方法について述べる． 

レーザー超音波/非

破壊検査/剥離欠陥

玉木 利裕/西尾 研

二/安田 耕三/早川 

明良/河野 広隆 

川崎重工業/

川崎重工業/

川崎重工業/

川崎重工業/

土木研究所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-200, pp.399-400, 

2002 

01-5 

110 

弾性波の伝播速度に着目

した PC グラウト充填評価手

法に関する研究 

著者らは，PC グラウトの充填評価に衝撃弾性波法を適用

する場合において，弾性波伝播速度を評価指標として用い

る方法に関して検討を行ってきた．本研究では，スラブ供

試体を用いて，構成材料の組み合わせやグラウトの充填

形態が異なる場合の本手法の有効性について実験的に検

討を行った． 

非破壊検査/衝撃弾

性波法/伝播速度/グ

ラウト充填評価/PC

構造物 

国枝 泰祐/鎌田 敏

郎/若山 勉/浅野 雅

則/横山 博司 

岐阜大学/岐

阜大学/安部

工業所/岐阜

大学/安部工

業所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-201, pp.401-402, 

2002 

08 
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111 

PC グラウト充填評価のた

めの弾性波パラメータに関

する基礎的検討 

PC グラウト充填評価には衝撃弾性波法が有効であると考

えられる。これに関連して，著者らは評価に弾性波伝播速

度を適用し，その有効性を明らかにしている。そこで本研

究では，弾性波の伝播速度に加えて，波形の特性値として

受振波形の立上がり時間（risetime）に着目した検討を行

う。一方，PC 鋼棒を伝播した弾性波の周波数成分にも着

目し，これと立上がり時間との関係について考察を行っ

た。 

非破壊検査/衝撃弾

性波法/弾性波速度/

立上がり時間/周波

数分布 

淺野 雅則/鎌田 敏

郎/六郷 恵哲/今尾 

勝治/国枝 泰祐 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/(株)安

部工業所/岐

阜大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-202, pp.403-404, 

2002 

08 

112 

電磁波レーダ法とドリル削

孔法を自然電位法に組み

合わせた鉄筋腐食評価方

法 

本報告は、鉄筋コンクリート構造物に対し、電磁波レーダ

法とドリル削孔法を自然電位測定時に活用することによ

り、構造物への損傷を最小限とし、鉄筋腐食状況を面的に

把握することを目的とする。 

レーダ法/ドリル削孔

法/自然電位法/中性

化残り/鉄筋腐食 

青木 伸之/松山 公

年/金本 康宏 

日本工営/日

本工営/日本

工営 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-203, pp.405-406, 

2002 

06 

113 

改良プルオフ法によるコン

クリート表層部の凍害劣化

度評価 

本研究は、凍結融解作用を受けたコンクリート表層部の深

さ毎の経時的な劣化度を独自に開発した改良プルオフ法

により評価し、非破壊的に凍害劣化深さを指標としてコンク

リートの劣化度を評価することを目的としたものである。 

凍結融解/改良プル

オフ法/表層強度/凍

害劣化深さ 

阿波 稔/庄谷 征美/

戸來 慎太郎 

八戸工業大

学/八戸工業

大学/八戸工

業大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-204, pp.407-408, 

2002 

01-5 

114 

ブリルアン散乱光を利用し

た光ファイバセンサのひず

み分布測定性能に関する

検討 

本研究では、1m 以下の非接着区間の光ファイバに連続

的なひずみを発生させることのできる模型を用いて、非接

着区間のひずみを正確に評価する方法を検討した。また、

測定に使用する BOTDR を扱うには測定原理に関する深

い知識が必要であるとともに、環境条件や BOTDR の設定

条件によってひずみ測定誤差が異なるため、これら諸問題

を究明することも併せて行った。 

光ファイバ/BOTDR/

ブリルアン散乱光/ひ

ずみ 

中島 道浩/勝木 太

芝浦工業大

学/芝浦工業

大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-205, pp.409-410, 

2002 

09 

115 

光ファイバを用いた RC 梁

の曲げひび割れ幅および

変位モニタリングに関する

研究 

本研究では、補強材に光ファイバを全面接着させた RC 梁

の曲げ試験を行い、鉄筋のひずみ、変形、曲げひび割れ

幅を光ファイバに生じるひずみから評価できるか実験的に

検討した。 

光ファイバ/BOTDR/

曲げひび割れ幅/変

位計測/モニタリング

小沢 政道/勝木 太

芝浦工業大

学/芝浦工業

大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-206, pp.411-412, 

2002 

09 

116 

熱赤外線映像法による覆

工コンクリート健全度評価

について（その１）－コンクリ

ート模型実験に基づく検討

－ 

熱赤外線映像法（サーモグラフィ）は，非破壊検査の一手

法で，コンクリートの浮きや剥離などを検出する診断方法と

して注目されている．ここでは、加熱時間やその方法，熱

伝達時間と検出可能な剥離深さについて，模型実験によ

る検証を行うものである． 

トンネル点検/コンクリ

ート探傷法/熱赤外線

映像法/サーモグラフ

ィ/非破壊試験/模型

実験 

杉浦 高広/渡邊 一

悟/池田 憲二/原 享

ダイヤコンサ

ルタント/北海

道開発土木

研究所/北海

道開発土木

研究所/ダイ

ヤコンサルタ

ント北海道支

社 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-207, pp.413-414, 

2002 

01-5 
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117 

熱赤外線映像法による覆

工コンクリート健全度評価

について（その２）－供用中

のトンネルでの実測事例－ 

熱赤外線映像法は，コンクリートの浮きや剥離などを検出

する非破壊検査診断方法として着目されているが，温度変

動の少ないトンネル内では強制的な加熱を行い遅延計測

するのが効果的だと考えられる１）．そこで，本方法を供用

中のトンネルに適用し，その実用性について検討したので

ここに報告するものである． 

トンネル点検/コンクリ

ート探傷法/熱赤外線

映像法/サーモグラフ

ィ/非破壊検査/現場

実験 

渡邊 一悟/池田 憲

二/杉浦 高広/原 享

北海道開発

土木研究所/

北海道開発

土木研究所/

ダイヤコンサ

ルタント北海

道支社/ダイ

ヤコンサルタ

ント北海道支

社 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-208, pp.415-416, 

2002 

01-5 

118 

赤外線画像解析法によるコ

ンクリートの浮き・はく離の

検出精度の検証 

赤外線画像解析法によるコンクリート構造物の点検システ

ムの実用化に際し，赤外線画像の撮影条件を明確にする

ため，損傷部を模したコンクリート試験体を作成し室内試

験により実施した，大気温度並びにコンクリート表面温度

の変化と損傷部の検出精度に関する検討結果，さらに複

数の異なる仕様の赤外線画像撮影装置による検出精度の

比較結果について報告する． 

赤外線/画像解析/非

破壊検査/コンクリー

ト/温度 

吉田 敦/本村 均/天

野 勲/藤野 陽三 

日本道路公

団/日本道路

公団/基礎地

盤コンサルタ

ンツ/東京大

学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-209, pp.417-418, 

2002 

01-5 

119 

サーモグラフィー法による

空隙部の簡易検査手法の

提案 

非破壊検査手法としてサーモグラフィー法が注目を浴びて

いる。しかしながら，熱源の熱量，加熱時間，欠陥状態の

違いにより，その欠陥部に生じる温度分布から欠陥状態を

評価することは熟練の技術者でさえも困難になるケースが

非常に多い。そこで本研究では，これらの要因を一括評価

する手法について検討し，現場において簡易的に評価す

る手法を提案する。 

サーモグラフィー法/

空隙/推定手法/非破

壊検査 

高羅 信彦/魚本 健

人 

積水ハウス/

東京大学技

術研究所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-210, pp.419-420, 

2002 

01-6 

120 
トンネル要点検箇所の打診

音解析結果について 

定量的な健全度判定の確立を目的として、昭和 40 年代に

建設された鉄道トンネルの要点検箇所で打診音解析装置

（以降サウンドアナライザーと記す）による打音検査を実施

した。その結果、サウンドアナライザー調査で定量的な健

全度診断を行う事が確認出来たので報告を行う。 

トンネル/打音検査/

健全度判定区分/打

音解析装置 

加藤 健二/藤原 幸

夫/小泉 和広 

ＪＲ東日本

/JR 東日本/

ダイヤコンサ

ルタント 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-211, pp.421-422, 

2002 

01-5 

121 

トンネル目地部における打

音診断の自動化－ 劣化を

模擬したコンクリート供試体

による基礎的実験 － 

供用中のトンネルにおいて簡易打撃装置を用いた打音法

によるはく離診断（予備実験）を実施した。この結果、特定

の周波数帯域（500～1ｋHz）における音圧ピークをもとには

く離を検知できることが判明した。本実験では、予備実験

結果をもとに、各種のはく離や空洞を模擬したコンクリート

供試体を用いて損傷の定量的な診断の可能性について検

証を行った。 

非破壊検査/打音法/

トンネル覆工 

森 康雄/土屋 勝彦/

森 康雄/時岡 誠剛/

岩井 孝幸 

熊谷組/ハー

ディア/熊谷

組/熊谷組/

熊谷組 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-212, pp.423-424, 

2002 

01-5 
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122 

衝撃弾性波法によるシール

ドトンネル覆工コンクリート

の内部空洞推定 

コンクリート表面を鋼球で打撃すると打撃面と音響境界面

で多重反射する縦弾性波が発生する。コンクリート内部に

欠陥が存在すると振動数スペクトルは健全部と相違するの

で、検査線上一定間隔の測定結果を比較すれば、欠陥の

位置を把握できる。今回は、建設後約 30 年経過したシー

ルドトンネルの覆工コンクリートで円周方向に 100mm 間隔

で測定し、この検査線上一定間隔での測定結果と設計寸

法とを比較して空洞の存在を推定した。 

衝撃弾性波法/非破

壊検査/シールドトン

ネル/欠陥探査 

岩野 聡史/日比 紀

夫/極檀 邦夫 

伊藤建設/伊

藤建設/東海

大学 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-213, pp.425-426, 

2002 

01-6 

123 
トンネル覆工打音点検シス

テムの開発 その２ 

筆者らは、連続打音方式による打音点検システムの開発

を平成 12 年度から実施している。本報告は、実用レベル

の点検作業が行えるシステムとして、新たに打音発生装置

と打音解析装置を設計・製作し、これらの装置を移動可能

な車輌に搭載した実証機による実トンネルでの適用性試

験を実施した結果について述べたものである。 

診断技術/非破壊検

査/コンクリート構造

物/打音検査/連続打

音/音響解析 

持丸 修一/小笠原 

保/田中 義光/榎園 

正義/竹本 憲充 

国土交通省/

国土交通省/

国土交通省/

建設機械化

研究所/建設

機械化研究

所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, V-214, pp.427-428, 

2002 

01-5 

124 
デジタル画像による橋梁損

傷調査 

今回、長大橋梁に対しデジタル画像による損傷調査の試

み良好な結果を得えることができた。現場作業が短時間か

つ容易あり、目視点検と同等の成果が期待できることか

ら、今後は初期点検や定期点検の有効な手法としても十

分期待がもてる。 

コンクリート構造物/

デジタルカメラ/画像

処理/ひび割れ/維持

管理 

外川 勝/小出 博/中

居 誠 

ニコン技術工

房/(株)ニコン

技術工房/構

造技術研究

所 

土木学会第 57 回年次学術

講演会, CS2-012, pp.67-68, 

2002 

01-1 

125 

巨視的超音波法による鉄

筋コンクリートのひび割れ

計測に関する実験的検討 

超音波を使った非破壊検査法の技術開発が様々な形で進

められている。本研究では、巨視的超音波を用いて得られ

たコンクリートのクラック深さ等についての測定可能領域に

ついて報告する。 

ひび割れ/コンクリー

ト/維持管理/補修/ク

ラック 

小松 秀一/永島 裕

二/菊地 真人 

ＡＳ研/アイレ

ック技建/アイ

レック技建 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-374，

pp.747-748,2003 

01-5 

126 

超音波法による弾性波伝

播速度に及ぼす影響要因

に関する検討 

超音波法において透過法は弾性波伝播速度（以下、伝播

速度）を比較的容易に測定することができる。しかし、実構

造物で透過法を使用できない場合、表面法を用いる必要

がある。本研究では、表面法による伝播速度の算定方法

と、コンクリートの伝播速度に及ぼす鋼材の影響について

検討した。 

超音波法/伝播速度/

表面法/鋼材の影響

栗山 亮介/吉岡 義

倫/尼﨑 省二 

立命館大学

大学院/立命

館大学大学

院/立命館大

学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-375，

pp.749-750,2003 

01-5 

127 

鉄道橋梁下部工の損傷調

査におけるＡＥ法の適用性

に関する検証 

列車荷重による二次起因の AE を利用した受動的な検査

法を提案した．また，手法の妥当性については，模型や現

場実験による検討を行ってきた．これらの検討の一環とし

た本研究では，現場実験を通して提案法と衝撃振動試験

法の比較を行い，適用性を検討した． 

２次起因の AE/鉄道

構造物/列車荷重/非

破壊検査法 

羅 休/羅 休/羽矢 

洋/稲葉 智明 

鉄道総合技

術研究所/鉄

道総研/鉄道

総研/鉄道総

研 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-376，

pp.751-752,2003 

01-6 
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128 

AE アクティビティーを用い

た鉄道構造物の損傷定量

化方法 

AE 法による損傷評価の基準となる考え方に「カイザー効

果に着目した AE アクティビティーの定量化方法」があり，

ここではその考え方を整理し，改めて実構造物への適用性

を論じる 

アコースティック・エミ

ッション/鉄道構造物/

損傷診断/カイザー効

果/Calm 比/RTRI 比

塩谷 智基/中西 康

博/羅 休/羽矢 洋/

稲葉 智明 

飛島建設/飛

島建設/鉄道

総研/鉄道総

研/鉄道総研

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-377，

pp.753-754,2003 

07 

129 

アコースティック・エミッショ

ンを用いた組積構造物の診

断手法の研究（列車振動と

AE との識別） 

供用中のレンガ高架橋の AE 計測では，列車の走行荷重

を外力として利用し，既存損傷からの AE を誘発することで

損傷を診断する．これまで，レンガ高架橋の「損傷位置と

損傷程度」，「損傷進展状況」を把握するために，AE を用

いた室内実験や原位置計測を実施してきた．ここでは，原

位置計測時に重要となる「列車振動と AE の識別」につい

て述べる． 

アコースティック・エミ

ッション/列車振動/鉄

道構造物/レンガ構造

物/損傷診断 

中西 康博/塩谷 智

基/四宮 卓夫 

飛島建設/飛

島建設/JR 東

日本 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-378，

pp.755-756,2003 

07 

130 

AE モニタリングによるレン

ガアーチ高架橋の診断手

法の研究 

筆者らは，非破壊検査手法の一つである AE 法（Acoustic 

Emission）を用いた，レンガアーチ高架橋の診断手法につ

いて研究しており，ここでその一部を報告する． 

レンガ構造物/AE 法/

モニタリング 

四宮 卓夫/中西 康

博/塩谷 智基 

ＪＲ東日本/飛

島建設/飛島

建設 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-379，

pp.757-758,2003 

01-6 

131 

ＡＥ法を用いた鋼・コンクリ

ート合成床版の疲労劣化に

関する考察 

本研究では非破壊検査方法のひとつであるＡＥ法に着目

し，ＡＥ法を用いた鋼･コンクリート合成床版の検査を行うた

めの基礎的なデータを収集することを目的とし実験を行っ

た。本実験では，実構造物に即した版供試体のＡＥモニタ

リングを行い，そのＡＥ発生状況の特性を述べる。 

鋼・コンクリート合成

床版/非破壊検査/Ａ

Ｅ法 

伊藤 剛/伊藤 博章/

重石 光弘/友田 祐

一 

川田工業/川

田工業/熊本

大学/熊本大

学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-380，

pp.759-760,2003 

01-6 

132 

未経験者による点検用ハン

マーを用いたコンクリート中

の内部欠陥の推定限界 

本研究では、あらかじめ内部欠陥を作ったコンクリートに対

して全く経験を有しない素人の学生が点検用ハンマーでコ

ンクリートを叩き欠陥を推定した結果より、推定可能な欠陥

のコンクリート表面からの深さについて報告する。 

コンクリート/点検/打

音検査/点検用ハン

マー 

宮野 雄一朗/辻 正

哲/澤本 武博 

東京理科大

学大学院/東

京理科大学/

東京理科大

学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-381，

pp.761-762,2003 

01-5 

133 

簡易型コンクリート欠陥検

出装置の開発と RC 構造物

による適用性評価 

一定のエネルギーでコンクリート構造物の表面を打撃する

メカニカルハンマと，可聴帯域の振動を検出する接触型の

振動センサを用いて，衝撃により発生する振動の可聴帯

域の振幅から，内部に存在する欠陥を検出する簡易型の

コンクリート欠陥検出装置を開発した。今回RC構造物のモ

デルにてその適用性について評価し，RC 床版などの厚さ

20cm 程度までの検査に適用可能であることが判明したの

で，その原理と評価結果について報告する。 

コンクリート/非破壊

検査/検査装置/磁歪

素子/振動/可聴帯域

島田 隆史/服部 晋

一/鎌田 敏郎/竹村 

泰弘/井上 正光 

三菱電機/三

菱電機/岐阜

大学/オーデ

ックス/オーデ

ックス 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-382，

pp.763-764,2003 

01-6 
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134 
打音法における欠陥検知に

関する一考察 

筆者らの開発している打音ロボット「ライニングヒッター」で

は、表層近くの欠陥の検知と、コンクリート巻き圧や剥離面

やひび割れ面までの距離について定量的に推定すること

を目的に振幅法を用いている。本研究では、振幅法を中心

に、打音法で着目している現象の解明とそれに基づく、振

幅法における測定限界、計測間隔や計測方法の妥当性に

ついて検討を行った 

トンネル覆工/検査/

打音法 

歌川 紀之/伴 享/北

川 真也 

佐藤工業/佐

藤工業/佐藤

工業 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-383，

pp.765-766,2003 

01-5 

135 

トンネル覆工連続打音点検

システムの現地適用性試

験 

本報告は、トンネル覆工を対象とした打音検査に広く活用

することを目的に、平成年度から、独自の 12 連続打音方

式による打音点検システムを開発し実際にﾄﾝﾈﾙ点検作業

を実施して、その適用性を検証した結果について述べるも

のである。 

診断技術/非破壊検

査/コンクリート構造

物/打音検査/連続打

音/音響解析 

持丸 修一/二瓶 正

康/榎園 正義/竹之

内 博行/竹本 憲充

国土交通省/

国土交通省/

日本建設機

械化協会施

工技術総合

研究所/日本

建設機械化

協会施工技

術総合研究

所/日本建設

機械化協会

施工技術総

合研究所 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-384，

pp.767-768,2003 

01-5 

136 
打音診断システムの自動

化に向けた基礎実験 

コンクリートの健全性のひとつとして、覆工厚さが設計より

も薄く背面に空洞が存在することを打音法で診断できるか

どうかについて、新設道路トンネルの覆工を対象に実験を

行った結果について報告する。 

打音法/トンネル覆工

/周波数解析/時間軸

解析 

森 康雄/岩井 孝幸/

戸上 郁英/時岡 誠

剛 

熊谷組/熊谷

組/熊谷組/

熊谷組 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-385，

pp.769-770,2003 

01-5 

137 

打音法によるＲＣ構造物の

部材厚さの評価について－

振幅ならびに周波数を用い

た方法－ 

コンクリート構造物の部材厚さなどを評価する場合、打撃

によって生じる振動性状を適切に把握する必要がある。こ

こでは、それぞれ厚さや形状のことなる試験体を用いて測

定を行い、打音法での部材厚さの評価方法について考察

を行った。 

打音法/振幅比/衝撃

インピーダンス/定量

的評価/伝達関数/相

乗平均 

伴 享/歌川 紀之/北

川 真也/森濱 和正

佐藤工業/佐

藤工業/佐藤

工業/土木研

究所 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-386，

pp.771-772,2003 

07 

138 

打撃音の共振周波数に着

目したコンクリート内部欠陥

の評価手法 

打音法によるコンクリート内部の欠陥評手法に関して，ピ

ーク周波数の欠陥評価への適用性に関する検討を行っ

た。実験に加えて FEM 解析を行い，現象に対する考察を

加えた。また，ピーク周波数と 

欠陥の直径および深さとの関係を詳細に検討した。 

非破壊検査/打音法/

周波数分布/FEM 解

析/人工欠陥 

淺野 雅則/鎌田 敏

郎/六郷 恵哲/児玉 

一郎 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/昭和コ

ンクリート工

業 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-387，

pp.773-774,2003 

01-5 
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139 

連続打音点検システムによ

る舗装変状部位の調査方

法 

ﾄﾝﾈﾙ覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ用の点検装置として開発された連続打

音点検ｼｽﾃﾑが、人力による打音点検を機械化し、高速で

しかも人為的な誤差を排除した点検ｼｽﾃﾑであることに着

目し、舗装路面への適用を試みた。本報告では、高速道路

の延長区間について実施した連続打音点検方式による舗

装の浮き上がり調 2.7km 査の結果を述べる。 

非破壊検査/診断技

術/舗装/打音検査/

連続打音/音響解析

竹本 憲充/持丸 修

一/岩堀 政俊/中村 

好充/竹之内 博行 

施工技術総

合研究所/国

土交通省/日

本道路公団/

日本道路公

団/施工技術

総合研究所 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-388，

pp.775-776,2003 

01-5 

140 

トンネル覆工に添加された

モルタルの健全度判定に関

する検討－非破壊検査手

法を用いたモルタル付着状

況推定－ 

当社で非破壊検査装置として導入しているトンネル覆工内

部探査装置 により、トンネル覆工接合部表層モルタルの

付着状況の定量的な把握が可能かどうかについて検討を

行ったので、その検討結果について報告する。 

トンネル/非破壊検査

/低周波弾性波 

藤井 大三/小林 俊

彦/金子 幸弘 

ＪＲ西日本/西

日本旅客鉄

道株式会社/

西日本旅客

鉄道株式会

社 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-389，

pp.777-778,2003 

01-5 

141 

低周波弾性波による大型

RC 床版供試体における欠

陥の非破壊評価 

金属磁歪素子を用いた低周波弾性波によるコンクリート内

部診断装置を用い，人工欠陥を内部に埋設したRC床版供

試体による非破壊検査性能の評価を行った．本研究では，

検出できる欠陥サイズ，欠陥深さを明らかにした．さらに人

工的に設計した新旧床版界面のはく離欠陥を床版下面か

ら計測し，検出可能性を評価した． 

構造物診断/非破壊

検査/コンクリート/磁

歪素子/低周波弾性

波/床版 

服部 晋一/鎌田 敏

郎/竹村 泰弘/西田 

久雄/島田 隆史 

三菱電機/岐

阜大学/オー

デックス/オー

デックス/三菱

電機 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-390，

pp.779-780,2003 

01-6 

142 
衝撃弾性波法によるコンク

リート内部空洞の探査 

鋼球でコンクリート表面を叩き、数 cm 離れた点に加速度

計を設置し弾性波を測定した。縦弾性波が光線の屈折と

同様に物質の屈折率に従って入射反射すると仮定してス

ネルの法則を適用し、かぶり厚さを測定したところ良好な

結果が得られた。 

衝撃弾性波法/内部

空洞/MEM/波の屈折

鈴木 克利/極檀 邦

夫/岩野 聡史 

東海大学/東

海大学/伊藤

建設 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-391，

pp.781-782,2003 

01-6 

143 

覆工内部探査装置の実トン

ネルへの導入効果につい

て 

覆工内部探査装置を開発し、実トンネルの異音箇所につ

いての測定を行った。今回は、覆工内部探査装置の導入

効果について測定結果を基に検証する。装置は、探査子と

本体機からなり、トンネル覆工表面に探査子を押し当て

て、可聴領域の音波（音響弾性波）を挿入して、その振動

の大きさより、変状の有無と変状の深さを非破壊により推

定するものである。 

非破壊検査/音響弾

性波 
井上 英司/槙 健 

ＪＲ西日本/西

日本旅客鉄

道株式会社 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-392，

pp.783-784,2003 

01-6 
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144 

弾性波を用いたコンクリート

下水管劣化評価における

管厚減少の影響 

コンクリート下水管路の劣化診断には，衝撃弾性波法が有

効であることが既往の研究により明らかにされている．本

研究では，劣化現象として管厚の減少を対象とし，各パラ

メータと劣化程度との関係について検討を行った．また，実

験に加えて 3 次元 FEM 解析を行い，パラメータの変化要

因とその程度を解析的に検討した 

コンクリート下水管路

/管厚減少/ 大振幅

値/波形減衰時間/周

波数分布 

舟橋 孝仁/鎌田 敏

郎/皆木 卓士/浅野 

雅則 

岐阜大学/岐

阜大学/積水

化学工業/岐

阜大学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-393，

pp.785-786,2003 

01-5 

145 
衝撃弾性波法によるひび割

れ深さ測定の基礎的研究 

衝撃弾性波法の有効性を確認するため、ひび割れ内部に

水を 5 段階に分けて充填してひび割れ深さを変えて測定

した。衝撃弾性波の伝搬経路、種類、速度を確認して、超

音波法で適用しているひび割れ深さ計測方法が衝撃弾性

波法でも適用できるか実験を行った。 

衝撃弾性波法/ひび

割れ深さ/衝撃加速

度計/回折法/伝搬時

間 

首藤 浩一/日比 紀

夫/岩野 聡史/極檀 

邦夫 

伊藤建設/伊

藤建設/伊藤

建設/東海大

学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-394，

pp.787-788,2003 

01-4 

146 

コンクリート部材における衝

撃により入力された弾性波

の伝搬速度計測に及ぼす

影響因子の検討 

実物大 PC 桁を用い,弾性波伝播速度に及ぼす影響因子を

検討した。実験条件として、打撃方法、しきい値、打撃面お

よび受振面を変化させ、また、波形の計測も用い、弾性波

の伝播挙動に関する考察を加えた。 

衝撃弾性波法/弾性

波伝播速度/伝播距

離/打撃方法/しきい

値 

鬼塚 哲雄/鎌田 敏

郎/應 江虹/浅野 雅

則 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/岐阜大

学/岐阜大学

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-395，

pp.789-790,2003 

07 

147 

内部不連続面で多重反射

する縦弾性波の振動数に

ついて 

鋼球打撃によりコンクリート表面から入力した縦弾性波

は、コンクリートと音響インピーダンス（密度と弾性波速度

の積）が異なる面で反射し、その後、表面と反射面で多重

反射を繰り返す。本法では、この多重反射により生成され

る振動数を計測して、厚さ測定等の非破壊検査を行うもの

である。今回は内部にジャンカを含む円柱供試体、実構造

物の底版で測定を行い、この影響について実験した。 

衝撃弾性波法/振動

数解析/内部欠陥/音

響インピーダンス 

岩野 聡史/森濱 和

正/極檀 邦夫/境 友

昭 

伊藤建設/土

木研究所/東

海大学/アプ

ライドリサーチ

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-396，

pp.791-792,2003 

01-5 

148 

マルチチャンネル衝撃弾性

波法による埋設コンクリート

構造物の根入れ深度調査 

埋設構造物の根入れ深度を非破壊で調べる方法として，

マルチチャンネル衝撃弾性波法を提案した。従来のいわば

シングルチャンネル法と比較して，測定の手間はかかる

が，弾性波伝播速度の決定と反射波の同定が可能とな

る。さらに，マルチチャンネル測定に加えて打撃点も多数

配置することにより，種々のシグナルの中から反射波のみ

を強調できることがわかった。 

非破壊検査/コンクリ

ート/鉄塔基礎/電柱/

根入れ深度/衝撃弾

性波法 

斎藤 秀樹/吉荒 俊

克/永井 辰之/松沢 

英俊 

応用地質/非

破壊検査/非

破壊検査/非

破壊検査 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-397，

pp.793-794,2003 

07 

149 

衝撃弾性波法による PC グ

ラウト充填評価手法の実構

造物における検証実験 

筆者らは，PC グラウトの充填性評価における衝撃弾性波

法の適用性について検討してきた。本研究では，弾性波伝

播速度，立上がり時間および周波数分布の適用性を検証

する目的で，建設中の実物 PC タンクを対象とした以下の

実験を行った 

非破壊検査/衝撃弾

性波法/PC グラウト

充填評価/弾性波伝

播速度/立上がり時

間/周波数分布 

應 江虹/鎌田 敏郎/

浅野 雅則/今尾 勝

治/高野 茂晴 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/安部工

業所/安部工

業所 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-398，

pp.795-796,2003 

08 
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150 

PC グラウト充填形態が弾

性波伝播速度におよぼす

影響 

衝撃弾性波法による PC グラウト充填評価のための指標

として，弾性波伝播速度を用いる方法に関して検討を行っ

てきた。しかしながら，グラウトの充填形態や弾性波入力

位置が弾性波伝播速度に与える影響に関しては，十分に

検討されていないのが現状である。そこで本研究では，ス

ラブ供試体を用いて実験的に検討を行った。さらに，3 次

元 FEM 解析も併せて行い弾性波伝播速度の変化につい

て解析的な検討を加えた。 

非破壊検査/衝撃弾

性波法/弾性波伝播

速度/グラウト充填評

価/FEM 解析 

池上 和司/鎌田 敏

郎/浅野 雅則/六郷 

恵哲 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/岐阜大

学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-399，

pp.797-798,2003 

08 

151 

透水性シートによる表層コ

ンクリートの品質改善と非

破壊評価 

透水性能に優れたシートが開発されコンクリート表層の品

質改善が図られている。本文は、表層コンクリートの品質

がどの程度改善されているかを非破壊試験によって評価

することを目的に実験を行なった結果を報告する。非破壊

試験は、シュミットハンマの反発度と、衝撃弾性波法による

接触時間、超音波の探触子間隔を変えながら伝搬速度を

測定(表面走査法)し、その結果から内部の音速分布を推

定した。 

透水型枠/表層の品

質/非破壊試験/衝撃

弾性波法/超音波法

森濱 和正/片平 博/

野田 一弘/岩野 聡

史 

土木研究所/

土木研究所/

土木研究所/

伊藤建設 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-400，

pp.799-800,2003 

08 

152 

テストハンマー硬さによるコ

ンクリートの圧縮強度試験

法に関する研究 

本件級は、鋼材の硬さ試験に用いられているブリネル硬さ

試験の原理を、テストハンマー試験に適用する試験方法を

考案し、「テストハンマー硬さによるコンクリート圧縮試験

法」として提案したものである。 

非破壊検査/ブリネル

硬さ/テストハンマー/

反発度/圧縮強度 

篠原 智則/豊福 俊

泰/亀井 頼隆 

九州産業大

学/九州産業

大学/九州産

業大学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-401，

pp.801-802,2003 

02 

153 
打撃応答波形によるコンク

リートの強度推定 

、先端を球形に整形した鋼棒に加速度計を取り付けたイン

パルスハンマーを自作し、硬さの異なるコンクリート供試体

を打撃してその応答波形を解析した。本文は、コンクリート

強度と密接に関係する縦弾性波速度と打撃応答波形の関

係式を求める実験研究について報告する。 

インパルス応答波形/

縦弾性波速度/反発

係数 

久保 元樹/極檀 邦

夫/金田 重夫/境 友

昭 

東海大学/東

海大学/日東

建設/アプライ

ドリサーチ 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-402，

pp.803-804,2003 

02 

154 

夜間時の赤外線カメラを用

いた高架橋コンクリートの

剥離診断(その 1) 

高架橋等のコンクリート構造物の劣化をより的確に、かつ

早期に把握することを目的として、非破壊・非接触でかつ

遠隔からの効率的な検査が可能な、赤外線カメラを用いた

熱画像による検査を平成 13 年度より実施している。 今回

は、撮影時間帯の拡大を目指すことを目的に、上記以外

の時間帯、特に夜間における熱画像による剥離検知の可

能性について検証を行った。 

赤外線カメラ/高架橋

検査/剥離診断/夜間

撮影 

渡辺 佳彦/長田 文

博/虫明 成生/井上 

英司 

ＪＲ西日本/西

日本旅客鉄

道株式会社/

国際航業株

式会社/西日

本旅客鉄道

株式会社 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-403，

pp.805-806,2003 

01-5 
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155 

夜間時の赤外線カメラを用

いた高架橋コンクリートの

剥離診断(その２) 

西日本旅客鉄道（株）では、山陽新幹線高架橋に対して赤

外線画像法を用いたコンクリート剥離検査手法の開発を行

ってきた。本研究では、適用可能時間の拡大を図り、夜間

における赤外線画像法による剥離検査手法の実用化を目

的に、24 時間における実観測データを基にその基礎検討

を行った。 

赤外線カメラ/高架橋

検査/剥離診断/夜間

撮影/運用/適用条件

虫明 成生/長田 文

博/渡辺 佳彦/小野 

尚哉 

国際航業/JR

西日本/JR 西

日本/国際航

業 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-404，

pp.807-808,2003 

01-5 

156 

赤外線カメラを使用した鉄

道コンクリート高架橋の検

査手法に関する一考察  

高架下からコンクリートの剥離を捉えることを目的として、

非破壊検査装置である赤外線カメラの精度、使用条件に

関する現地試験を行った。本文では、鉄道コンクリート高架

橋の検査における赤外線カメラの現地適用性について述

べる。 

コンクリートの剥離 / 

非破壊検査 /赤外線

カメラ/温度差/ 気温

/日射量 

浜崎 直行/友利 方

彦/四宮 卓夫 

ＪＲ東日本

/JR 東日本

/JR 東日本 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-405，

pp.809-810,2003 

01-5 

157 

赤外線法と従来法検査のコ

ンクリート構造物損傷箇所

検出結果の比較 

供用中のコンクリート高架橋において，赤外線法と従来検

査法として多く実施されている目視・打音検査（以下，従来

検査法とする）の両者を行う機会を得た．そこで，各検査法

による損傷箇所検出結果を比較することで赤外線法の有

効性を検証した． 

サーモグラフィー/赤

外線/コンクリート構

造物/温度分布/浮き

/剥離 

和田 光弘/込山 貴

仁/稲葉 智明/羽矢 

洋 

小田急建設/

コンステック/

鉄道総合技

術研究所/鉄

道総合技術

研究所 

土木学会第 58 回年次学術

講演

会,V-406pp.811-812,2003 

01-5 

158 

熱赤外線映像法を用いた

健全度評価に及ぼす外的

影響について－トンネル覆

工コンクリートを対象とした

解析および実験的検討－ 

トンネル覆工コンクリートを対象として、壁面状況や坑内環

境が計測の結果に与える影響について，熱伝導解析によ

る理論的考察および覆工コンクリート模型を用いた室内実

験を行い，熱赤外線映像法による健全度評価の性能と限

界について検討した。 

トンネル点検/コンクリ

ート探傷法/熱赤外線

映像法/サーモグラフ

ィ/非破壊検査 

佐藤 睦治/皆川 昌

樹/杉浦 高広/吉田 

力 

北海道開発

土木研究所/

北海道開発

土木研究所/

ダイヤコンサ

ルタント/ダイ

ヤコンサルタ

ント 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-407，

pp.813-814,2003 

01-5 

159 

トンネル覆工面の浮き・はく

離点検における赤外線カメ

ラの走行撮影に関する基礎

的検討 

露光時間が 1/300 秒と短く，温度分解能が 0.02℃と高感

度な赤外線カメラを用い，損傷部を模したコンクリート試験

体を対象とした走行撮影試験を行い，損傷部と健全部との

温度差の減少に関する走行速度の影響について検討を行

った結果を報告する． 

赤外線/非破壊検査/

コンクリート/走行撮

影/トンネル 

天野 勲/用害 比呂

之/檜作 正登/吉田 

敦/青木 久 

基礎地盤コン

サルタンツ/

日本道路公

団/日本道路

公団/日本道

路公団/基礎

地盤コンサル

タンツ 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-408，

pp.815-816,2003 

01-5 
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160 

赤外線サーモグラフィ法に

よるトンネル覆工の欠陥検

出試験 

トンネル覆工の剥離検出に対する同法の適用性を検証す

るため，作業用トンネル内に人工剥離欠陥を導入したコン

クリート供試体をトンネル覆工に見たてた形で施工して，ト

ンネル覆工に剥離が発生している状況を人工的に作りだ

し，赤外線サーモグラフィ法による欠陥検出実験を行った.

非破壊検査/赤外線

サーモグラフィ/トンネ

ル覆工 

原 文人/阪上 隆英/

込山 貴仁/鈴木 宏

信 

近畿日本鉄

道/大阪大学

/コンステック

/中研コンサ

ルタント 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-409，

pp.817-818,2003 

01-5 

161 

サーモグラフィ法による超

速硬モルタルの打継ぎ界面

における欠陥検出 

本研究では，超速硬モルタルと既設コンクリートとの打継ぎ

界面に発生する空隙欠陥を対象に，水和熱を熱源とした

場合におけるサーモグラフィ法による欠陥検出の可能性を

検討し，その上で検出時間帯や周辺温度および欠陥寸法

が欠陥評価に与える影響等についても実験と解析により

検討を加えた． 

サーモグラフィ法/超

速硬モルタル/打継ぎ

界面/水和熱/検出時

間帯/ 大表面温度

差 

山口 岳思/鎌田 敏

郎/桑原 常晃/国枝 

稔/六郷 恵哲 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/岐阜大

学/岐阜大学

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-410，

pp.819-820,2003 

01-5 

162 

アスファルトの舗装熱を利

用したサーモグラフィー法

による炭素繊維シート補強

コンクリートの内部欠陥検

出手法 

アスファルト舗装熱を利用する内部欠陥の検出手法を提

案し、CFS（炭素繊維シート） の積層数、欠陥部の大きさ

及び深さを変化させて実測し欠陥の検出が可能となる温

度差について検討した。さらに、CFS の積層数が及ぼす

欠陥検出への影響は、シミュレーションから明らかにした。

舗装熱/サーモグラフ

ィー/床版/炭素繊維

シート/欠陥検出 

山本 欣德/柳内 睦

人/金光 寿一 

日本大学/日

本大学/中央

工学校 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-411，

pp.821-822,2003 

01-5 

163 

アクティブ赤外線サーモグ

ラフィ法における加熱方法

に関する検討 

対象物に強制的な熱波動を与え，欠陥部の断熱効果によ

り生じる特異温度場を赤外線サーモグラフィで検出するア

クティブ赤外線サーモグラフィ法は，トンネルなど気温変化

の小さい構造物にも適用可能であり，近年適用事例が増

加している．本研究では，はく離欠陥診断システムの構築

を 終目的とし，欠陥の検出に適した加熱方法に関する検

討を行った. 

赤外線サーモグラフィ

/はく離/強制加熱/冷

却/内部温度 

中村 士郎/阪上 隆

英/鈴木 宏信/込山 

貴仁/原 文人 

住友大阪セメ

ント/大阪大

学大学院/中

研コンサルタ

ント/コンステ

ック/近畿日

本鉄道 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-412，

pp.823-824,2003 

01-5 

164 

赤外線法を用いたコンクリ

ートの物質移動抵抗性の評

価に関する基礎的研究 

コンクリート中の熱移動に着目し，赤外線法により，施工後

のコンクリートの品質を把握する手法を開発することを目

的とした．本研究では，品質にかかわる情報の一つとし

て，塩化物イオン（Cl－）の移動をとりあげ，塩分浸漬試験

によりその特性の把握を行った． 終的に，熱移動特性か

ら Cl－拡散係数を予測することができるかに関しても検討

を行った． 

赤外線法/非破壊検

査/コンクリートの品

質 

小根澤 淳志/加藤 

佳孝/矢島 哲司/魚

本 健人 

芝浦工業大

学大学院/東

京大学生産

技術研究所/

芝浦工業大

学/東京大学

生産技術研

究所 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-413，

pp.825-826,2003 

04 
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165 
デジタル画像ＲＣ床版劣化

判定システムの判定検証 

鋼橋のＲＣ床版のひびわれ劣化判定に着目して、デジタル

カメラと 新の画像処理技術を積極的に導入し、点検足場

費用の削減、現場作業時間の縮減、判定の定量化と精度

の平準化、点検精度の高度化、経年変化の検証性向上を

目的として開発された「ＲＣ床版劣化判定システム」によ

り、床版調査を行い判定基準への適応性について検証し

たので報告する。 

コンクリート床版/ひ

びわれ/デジタルカメ

ラ/画像処理/劣化判

定 

上北 正一/池田 憲

二/渡邊 一悟/小出 

博/川合 一嘉 

ドーコン/北海

道開発土木

研究所/北海

道開発土木

研究所/ニコ

ンシステム/

三菱重工業 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-414, 

pp.827-828,2003 

01-1 

166 
画像計測法を用いた RC 柱

の変形特性の測定 

著者らの一人が開発したディジタル画像を用いる計測法に

より、RC 柱の変形特性の測定の可能性について検討した

ものである。 

画像計測/ディジタル

カメラ/RC 柱/変形/

曲率 

宮内 克之/秋本 圭

一 

福山大学/四

国職業能力

開発大学校 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-415，

pp.829-830,2003 

09 

167 

Detection of Cracks in 

Concrete Structures Using 

Color Image Processing 

The use of color image processing to the inspection and 

monitoring of concrete infrastructures, in particular for 

crack detection, is now being studied due to the 

limitations of present conventional methods of inspection. 

The presence of cracks or “edges” 

Color image 

processing/Crack 

detection/Concrete 

Structures 

RICHELLE MONDERO 

GALLARDO/MASATO 

ABE/YOZO FUJINO

東京大学/東

京大学/東京

大学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-416，

pp.831-832,2003 

01-1 

168 
画像解析によるクラック検

出･計測の自動処理化 

不特定な箇所や方向に進展するコンクリートのクラックは，

画像計測の特長を活用することが期待される計測対象で

ある．本報告では，平滑化や鮮鋭化などの前処理によるク

ラック検出から，クラック幅などの計測までの一連の処理を

自動的に行ない，クラック計測時間の短縮，汎用性ならび

に信頼性の確保を図る処理システムの構築に関して述べ

る 

画像計測/画像処理/

クラック幅/自動処理

西川 貴文/吉田 純

司/阿部 雅人/藤野 

陽三 

東京大学大

学院/山梨大

学/東京大学

大学院/東京

大学大学院 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-417，

pp.833-834,2003 

01-1 

169 

レーザー誘起プラズマの分

析によるモルタル強度の計

測 

本研究グループは，パルスレーザーを材料に照射した際

に発生するプラズマを利用した新しい材料強度計測手法を

考案した．本稿では，レーザー誘起プラズマの発光強度，

発光の時間遅れが材料強度に依存して変化することに着

目した２つの計測手法について述べ，手法の有効性を実

験により検証した結果について報告する． 

健全性調査/強度劣

化/微破壊検査/レー

ザー/プラズマ 

露木 健一郎/三浦 

悟/香川 喜一郎/和

田 崇秀/Kurniawan 

Hendrik 

鹿島建設/鹿

島建設/福井

大学/福井大

学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-418，

pp.835-836,2003 

02 

170 

マルチスペクトル法を用い

たコンクリート表面の塩化

物量の推定 

本研究では，ハイパースペクトルリモートセンシングの技術

を用い，非接触でコンクリート表面の塩化物濃度の推定す

ることを目的とした．コンクリート表面の塩化物量が少ない

場合には，分光反射率比の差が現れないため，本手法で

の塩化物量の推定は困難であるが，塩化物量が多い場合

に有効であることが判った． 

非破壊検査/マルチス

ペクトル法/塩化物濃

度/分光特性 

金田 尚志/魚本 健

人 

東京大学/東

京大学生産

技術研究所 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-419，

pp.837-838,2003 

04 
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171 

電磁波によるコンクリート中

の塩化物量測定に関する

一考察 

本検討はコンクリート中の空隙が電磁波の減衰特性に影

響を与えることに着目し，水セメント比，空気量の違いが塩

化物量推定精度に及ぼす影響について検討したものであ

る。 

非破壊試験/電磁波/

塩化物量/比誘電率/

振幅 

藤本 恭一/新井 淳

一/須田 久美子/溝

渕 利明 

法政大学大

学院/リテック

エンジニアリ

ング/鹿島建

設/法政大学

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-420，

pp.839-840,2003 

04 

172 
実構造物コンクリートの比

誘電率の非破壊推定方法 

新設の実構造物においてレーダ法でのかぶりの測定結果

から比誘電率の算定を行い，小径コアを抜くことで実際の

かぶりと比較し，実構造物におけるコンクリートの比誘電率

について検討を行った．また，実構造物において非破壊で

比誘電率を推定する方法についての検討を加えた． 

非破壊試験/かぶり/

電磁波/比誘電率 

野田 一弘/河野 広

隆/森濱 和正/田中 

秀治 

土木研究所/

土木研究所/

土木研究所/

土木研究所 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-421，

pp.841-842,2003 

05 

173 

凍結融解作用を受けたコン

クリートの劣化度の定量化

に関する研究 

Ｘ線造影撮影法を用いて、コンクリートの表面や内部に発

生したマイクロクラックを、非破壊的に検出する方法につい

て研究を行ってきた。本報告は、回数の異なる凍結融解作

用を受けたコンクリート供試体を用いて、Ｘ線造影撮影を行

い、Ｘ線透過線量とその供試体の相対動弾性係数との関

係から、コンクリートの劣化度の定量化を検討した結果の

概要をまとめたものである。 

凍結融解作用/Ｘ線透

過線量/Ｘ線フィルム

濃度 

高橋 真/大塚 浩司/

武田 三弘/阿波 稔

東北学院大

学大学院/東

北学院大学/

東北学院大

学/八戸工業

大学 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-422，

pp.843-844,2003 

01-6 

174 トンネル覆工検査車の開発 

打音検査にかわる効率的で高精度のコンクリート覆工内

部の検査を自動的に行う方法として、移動しながら任意の

幅で一定の深さまでコンクリート内部の欠陥等を立体視可

能なデータとして出力できる電磁波レーダ技術の一種であ

るマルチパスリニアアレイレーダ（以下ＭＬＡレーダ）の技術

を採用したトンネル覆工検査車の開発を行うことにした。 

トンネル検査/非破壊

検査/電磁波レーダ 

秋山 保行/田村 隆

志/森島 啓行 

ＪＲ東日本/Ｊ

Ｒ東日本/ＪＲ

東日本 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-423，

pp.845-846,2003 

01-6 

175 

振動を利用したコンクリート

の打込み・締固め検知シス

テムに関する基礎実験 

本報は，圧電セラミックスで作製した小型の振動デバイス

を用いたコンクリート打込み検知システム，および振動加

速度を指標としたコンクリート振動締固め検知システムの

適用性に関する基礎実験について述べる。 

振動デバイス/打込

み・締固め/振動加速

度/充填/密実性/検

知システム 

佐野 清史/安田 正

雪/高橋 宏治/坂井 

孝/金子 稔 

東洋建設/東

洋建設/東洋

建設/曙ブレ

ーキ工業/曙

ブレーキ工業

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-424，

pp.847-848,2003 

08 

176 

打音法による合成部材の

未充填部検出のための有

限要素法解析 

鋼コンクリート合成部材の施工不良により鋼殻内に発生す

る未充填部の非破壊検査法のうち打音法による検出を検

討する。打音の波形を分析することによって未充填部をよ

り正確に検出することを目標として、有限要素法を用いた

解析を行い、過去に行った実験結果と比較した。 

打音法/有限要素法/

合成部材/動的解析
山下 雄太/清宮 理

早稲田大学

大学院/早稲

田大学大学

院 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-425，

pp.849-850,2003 

08 

 



資 1-31 

土木学会（年次学術講演会） 

No. 論文名 要旨 キーワード 執筆者 所属 雑誌名 分類番号 

177 

水酸化カルシウムの形態的

特徴による硬化コンクリート

の水セメント比(W/C)評価

法 

簡便にコンクリート中の W/C を推定する方法が求められ

ており，セメント水和時に生じる水酸化カルシウム

(Ca(OH)2)の大きさと W/C との相関から W/C を推定する

方法（水量指数法）が提案されている。本報告では，この

水量指数法を単位セメント量の異なる場合，あるいは石灰

岩骨材が使われた場合の適用を検討した結果を報告す

る． 

水セメント比/水量指

数/水酸化カルシウム

/粉末 X 線回折 

上原 元樹/佐々木 

孝彦/立松 英信 

鉄道総合技

術研究所/鉄

道総合技術

研究所/ジェイ

アール総研エ

ンジニアリン

グ 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-426，

pp.851-852,2003 

07 

178 

小径コアによる実構造物コ

ンクリートの圧縮強度の推

定 

著者らは、直径 20mm 程度の小径コアの圧縮強度値を、予

め定めた補正式で φ100mm コア強度に換算して構造体コ

ンクリート強度を推定する技術について研究・開発し、報告

している。本報は、橋台フーチング、擁壁底版、トンネル二

次覆工、橋脚、橋桁などの土木構造物から φ100mm コア

と小径コアを採取して両者の圧縮強度試験値を比較し、小

径コア技術の土木実構造物への適用性を検討した結果を

述べるものである。 

コンクリート構造物/

圧縮強度/小径コア/

粗骨材 大寸法 

佐原 晴也/森濱 和

正/野永 健二/渡部 

正 

日本国土開

発/土木研究

所/錢高組/

前田建設工

業 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-427，

pp.853-854,2003 

02 

179 
小径コアによるコンクリート

構造物の圧縮強度推定 

標準コアの代替方法として，比較的損傷の少ない局部破

壊試験に属するφ25mm 程度のコア（以下小径コア）によ

る品質評価法を検討した．本報は，標準コアと小径コアに

よる圧縮強度試験データを比較し，初期材齢の小径コア強

度より材齢 28 日強度の推定が可能かどうかを検討したも

のである． 

小径コア/強度推定/

検査/コンクリート構

造物 

佐藤 文則/片平 博/

野永 健二/佐原 晴

也 

前田建設工

業/土木研究

所/錢高組/

日本国土開

発 

土木学会第 58 回年次学術

講演会, V-428，

pp.855-856,2003 

02 

180 
小径コアによる現有応力測

定法に関する解析的研究 

コンクリート表面にひずみゲージを貼り付けて,その周囲を

コアドリルして,ひずみを測定する方法について、構造物に

与える損傷を 小限に食い止めるため, 近小径コアによ

る現有応力測定法を試み始めた.本研究においては,粗骨

材の異なる分布が現有応力の測定結果に与える影響を調

べるために５つのモデルに対して FEM 解析を行なった。 

小径コア/現有応力/

コンクリート/応力解

放/FEM 解析/ヤング

係数 

秋山 博/田 福勝/星

道彦 

錢高組/錢高

組/錢高組 

土木学会第 58 回年次学術

講演会,V-429, 

pp.857-858,2003 

02 

181 
コンクリート構造物のデジタ

ル処理の効率化 

トンネル、橋梁等のコンクリート構造物劣化調査において、

ひび割れ等をデジタル画像から認識する為にはデジタルカ

メラの画素数と撮影画角との関係を考慮する必要がある。

デジタル画像による目視調査においては、パソコン上で撮

影画像を合成し、処理を行なうのが一般的である。本開発

は、従来多くの工数を要していた画像合成作業の効率化

を図る事を目的としている。 

コンクリート構造物/ト

ンネル覆工面/デジタ

ルカメラ/劣化調査/

画像合成 

外川 勝/小出 博/東

田 正樹/松谷 泰生

ニコンシステ

ム 

土木学会第 58 回年次学術

講演会, CS5-007, 

pp.133-134, 2003 

01-1 
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182 

地下空洞壁面点検へのデ

ジタルビデオカメラの適用

性検討 

連続撮影処理技術の一つであるデジタルビデオ方式によ

り吹付けコンクリート壁面を撮影し，詳細な目視点検結果と

の照査の下，吹付けコンクリートを永久覆工とした空洞の

壁面点検への当方式の適用性を評価した． 

デジタル画像/吹付け

コンクリート/クラック

調査/地下空洞 

鈴木 康正/橋本 淳/

小山 俊博/斎藤 稔/

秋月 直道 

東電設計/東

電設計/東電

設計/東京電

力/エマキ 

土木学会第 58 回年次学術

講演会, CS5-008, 

pp.135-136, 2003 

01-1 

183 

パターン認識手法を用いた

床版のひびわれ形状の抽

出と分類に関する研究 

本研究は，橋梁の床版を撮影したディジタル画像に対し

て，ひびわれを線パターンとして抽出し，文字認識などの

分野で利用さていれる周辺分布ヒストグラム，特徴点の出

現度数による特徴抽出を行う． 後にこれらの特徴量を用

いて，LVQ による損傷度に基づくひびわれの分類を行い，

その有効性を検証する． 

パターン認識/ひびわ

れ/健全性評価/橋梁

管理/自己組織化マッ

プ/画像処理 

楠瀬 芳之/広兼 道

幸/古田 均 

関西大学大

学院/関西大

学/関西大学

土木学会第 58 回年次学術

講演会, CS5-009, 

pp.137-138, 2003 

01-1 
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184 
局部的損傷を有する PC 箱桁

橋の健全度評価と考察 

局部的に損傷を有する PC 箱桁橋を対象に、非破壊検査手法

および載荷試験により健全度評価を実施した。弾性波試験に

より鋼棒の破断がないことを確認した。 

PC 箱桁橋，ひび割

れ，非破壊調査，衝

撃弾性波，健全度評

価，載荷試験 

樅山好幸 

宮川豊章 

野村勝義 他

日本道路公団

試験研究所 

京都大学土木

工学科 

㈱フジエンジニ

アリング 

     〃 

コンクリート工学論文集，

Vol.12, No.3, pp.39-, 2001 
08 
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185 
共振周波数測定によるコンク

リート 2 次製品の非破壊試験 

本研究では、事前解析および共振振動測定実験によりコンク

リート２次製品の見かけの動弾性係数を算定する。見かけの

動弾性係数はコンクリートの品質や内部の欠陥を表しており、

これを用いて２次製品に異常がないか、コンクリート品質にば

らつきがないか比較的簡単に判定できる。ここでは、具体例を

用いてその手順を示し、目的とする動弾性係数を得るための

打撃位置、測定位置、供試体指示位置の決定方法が適当で

ある事を確認した。 

コンクリート２次製品、

共振周波数，動弾性

係数，自由振動，固

有値解析 

伊東良浩/平

初雄/歌川紀

之 

千葉工業大学

/新日本製鉄/

佐藤工業 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 487-492, 2001 
07 

186 
AE 法によるコア・コンクリート

供試体の損傷度の同定 

AE 法におけるレートプロセス解析によって AE 発生頻度を近似

することによりコンクリートの累積損傷を評価できることに基づ

いて、損傷力学における損傷パラメータを参考に、既存の実構

造物のヤング率をレートプロセス解析結果から推定する新しい

方法を提案した。 

AE，レートプロセス解

析，損傷力学，ローラ

ンドモデル，損傷度評

価 

渡辺 弘史/一

ノ瀬 誠/友田 

祐一/大津 政

康 

熊本大学 
コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 493-498, 2001 
01-6 

187 
SIBIE を用いたコンクリート中

の欠陥検査法に関する考案 

インパクトエコー法を用いる場合に、 も重要な弾性波速度の

検討を行なった。そして、内部欠陥調査としてひび割れ部のひ

び割れ深さの検討を行なった。評価には、インパクトエコー法

の実験で得られた弾性波の反射の状況をスペクトルイメージン

グする SIBIE により、調査対象の断面をビジュアル化する方法

を用いた。 

インパクトエコー法，

周波数スペクトル，弾

性波，ひび割れ深さ，

スペクトルイメージン

グ 

渡海 雅信/小

阪 浩二/大津

政康 

熊本大学 
コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 499-504, 2001 
01-4 

188 

コンクリート構造物の電磁波

レーダによるリモート検査方

法に関する基礎研究 

電磁波レーダ法の測定範囲拡大等の効率性向上を目的とし、

測定装置をコンクリート表面から１ｍ程度離した非接触状態に

おいてコンクリート内部調査を行なった。既存の電磁波レーダ

では離れ 500mm 程度、指向性の高いホーンアンテナでは、離

れ800～1000mmで、埋設深さが100～200mmの内部空隙やH

型鋼、ジャンカを検知することが可能であった。 

覆工コンクリート，非

破壊検査，電磁波レ

ーダ，非接触，ホーン

アンテナ 

宮本 一成/魚

本 健人 

芝浦工業大学

/東京大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 505-510, 2001 
01-6 

189 

非破壊試験によるコンクリー

ト品質，部材厚さ，かぶり厚さ

の検査方法に関する研究 

超音波法，電磁はレーダー法，衝撃弾性波法を用いた鉄筋コ

ンクリート構造物の非破壊試験方法を提案した．特に，鉄筋か

ぶり厚さ，部材厚さを精度よく評価するためには，弾性波速度

の正確な測定が重要であり，その測定方法を示した． 

コンクリート構造物，

竣工検査，超音波

法，レーダ法，衝撃弾

性波法，速度分布 

森濱 和正/富

士 岳/小林 

幸一/西山 直

洋 

国土交通省/

非破壊検査振

興協会/セメン

ト協会/西松建

設 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 511-516, 2001 
05 
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190 

Overall Damage Investigation 

on Stucture using Laser 

Doppler Vibrometer（LDV） 

and Time-Domain System 

Identification Algorithm for 

the Analysis 

Major recent consideration about method for conducting 
overall investigation on structures for damage evaluation is 
being considered and solved. The device and method being 
used and developed respectively are a combination between 
Laser Doppler Vibrometer that can capture ambient vibration 
information of a structure and Time-Domain System 
Identification Algorithm that can outcome stiffness values of 
it. By combining these approaches, the part-by-part regular 
damage investigation of other NDT techniques is replaced by 
an overall investigation. As a case, damage investigation on 
tunnel is presented and some proven abilities of the method 
are highlighted. 

Laser Doppler 

Viblometer (LDV), 

ambient vibration, 

time-domain system 

identification 

algorithm, 

descretization of 

structure, stationary 

process 

N. Christianto/

魚本 健人 
東京大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 517-522, 2001 
09 

191 
かぶりコンクリートの非破壊

耐久性評価に関する一実験 

コンクリート構造物の耐久性を評価する非破壊検査方法とし

て，かぶりコンクリートが鉄筋腐食を抑制する物理的性能を，

かぶりコンクリートにあけたドリル孔を用いて測定した透気性と

比抵抗の測定値を組み合わせて評価する複合法（ドリル PR

法）を提案した． 

かぶりコンクリート，耐

久性，非破壊試験，

透気性，比抵抗，複

合法 

下澤 和幸/田

村 博/永山 

勝/今本 啓一

日本建築総合

試験所/日本

建築総合試験

所/日本建築

総合試験所/

足利工業大学

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 523-528, 2001 
07 

192 

水溶性高分子圧入法による

コンクリート空隙構造堆定方

法 

コンクリート構造部うの耐久性を検査・評価する方法として，水

溶性高分子溶液をコンクリートに圧入して，透過後の水溶性高

分子溶液の分子量分布から空隙構造を推定する方法の基礎

的検討を行なった． 

耐久性，空隙構造，ポ

リエチレングリコー

ル，分子量分布形状

渡辺 賢三/堺

孝司/熊谷 守

晃/大野 俊夫

鹿島建設/香

川大学/国土

交通省/鹿島

建設 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 529-534, 2001 
07 

193 

コンクリート中の塩化物量簡

易測定法に関する実験的研

究 

硬化コンクリート中の塩化物量の概略値を簡便に把握する手

法を確立するため，塩化物抽出時の水温と抽出時間を変え，

３種類の性質の異なる試料を用いて簡易測定法に関する実験

を行った．その結果，抽出水温や抽出時間の逆数は，JCI 法に

よる測定結果（全塩分量）と簡易測定結果との比と良好な相関

関係にあることが判明した． 

塩化物量，簡易測定

法，硬化コンクリート，

ドリル削孔粉，粒度分

布 

太田 達見/黒

田 泰弘/田中

博一 

清水建設 
コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 535-540, 2001 
04 

194 

弾性波法を用いたコンクリー

ト充填性の堆定に関する実

験 

弾性波を電気的にアナログ変換することにより安価で簡便に

利用できる非破壊試験システムを提案し，基礎的な実験から

その有効性を確認した． 

弾性波，充填製，振

動周波数特性，アナ

ログ乗算器，スイープ

波 

荒金 直樹/坂

井 孝/金子 

稔/安田 正雪

東洋建設/曙

ブレーキ工業/

曙ブレーキ工

業/東洋建設

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 541-546, 2001 
08 

195 
衝撃弾性波法によるコンクリ

ート構造物の厚さ測定 

衝撃弾性波法において，多重反射波の振動数と速度の正確な

測定解析方法を考案した．諸条件を変えて試験を行い，厚さ

100～600mm のコンクリートで測定した結果，精度良く厚さを測

定できた． 

衝撃弾性波法，厚さ

測定，コンクリート，弾

性波速度，比破壊診

断 

岩野 聡史/極

壇 邦夫/境 

友昭/森濱 和

正 

伊藤建設/東

海大学/アブラ

イドリサーチ/

国土交通省 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 547-552, 2001 
01-5 
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196 

衝撃弾性波法を適用したロッ

クボルトの非破壊評価に関す

る基礎的研究 

ウェーブレット解析，周波数特性およびエネルギー変化率に着

目した衝撃弾性波法によるロックボルトの施工品質評価の適

用性を相互に比較検討した．反射波が比較的明瞭な場合はウ

ェーブレット解析が，反射波の確認が困難な場合には，検出波

形の卓越周波数間隔や卓越エネルギー変化率に着目した方

法が適していることなどが明らかになった． 

衝撃弾性波法，ロック

ボルト，充填評価，ウ

ェーブレット解析，周

波数特性 

高村 大/山田

和夫/松元 香

保里 

愛知工業大学

/愛知工業大

学/住友建設

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 553-558, 2001 
07 

197 

曲げひび割れ先端部分の超

音波伝播特性に着目したコン

クリートのひび割れ評価 

ひび割れ深さを超音波により比破壊的に評価する方法である

TC-T0法に，新たにAE/UT法を組み合わせることにより，ひび

割れ先端部分の形状も考慮したひび割れ深さ評価について検

討した．受振波の 大振幅値および周波数分布を指標として

加えることにより，より的確にひび割れ深さを測定できることが

明らかになった． 

コンクリート，非破壊

試験，超音波法，

AE/AU 法，曲げひび

割れ深さ 

若槻 晃右/鎌

田 敏郎/国技

稔/六郷 恵哲

岐阜大学 
コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 559-564, 2001 
01-4 

198 
超音波法によるコンクリート

内部のひび割れ形状の判定 

コンクリート中のひび割れについて，その形状を超音波法によ

り詳細に検討する方法の可能性について検討した．検討結

果，超音波法によりひび割れの状態を立体的に把握すること

が可能であることが明らかになった． 

コンクリート構造物，

非破壊検査，超音

波，詳細点検，比日

割れ深さ，３D 

平田 隆祥/魚

本 健人 

大林組/東京

大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 565-570, 2001 
01-5 

199 

超音波を用いたコンクリート

系構造物の内部探知手法に

関する研究 

超音波法による探知目標物をあらかじめ所定の位置に配置し

た供試体を対象に，超音波の発信と受信操作（探触子操作）を

試行錯誤することにより，各探知目標物を適切に探知するた

めの探触子操作方法を明らかにしたものである． 

超音波，内部探査，

非破壊検査，コンクリ

ート，鉄筋，ひび割

れ，埋設管 

山川 信人/安

達 洋/中西 

三和/廣瀬 正

行 

岩手愛児会/

日本大学/日

本大学/エッチ

アンドビーシス

テム 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 571-576, 2001 
01-5 

200 

超音波速度法による高強度

コンクリート構造体の品質の

推定 

超音波法による高強度コンクリートの圧縮強度およびヤング係

数の推定式，ならびにトモグラフィー法を用いたコンクリート構

造体内部欠陥の推定方法について検討した．圧縮強度は指

数近似によりあらわせること，ヤング係数は１次回帰式を用い

て推定できること，トモグラフィー法により，構造体の空洞部お

よびヤング係数の分布を把握できることが明らかになった． 

高強度コンクリート，

超音波速度法，トモグ

ラフィー法，圧縮強度

木村 芳幹/谷

川恭雄 

新井組/名古

屋大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 577-582, 2001 
08 

201 
超音波伝播速度に及ぼす骨

材の影響 

超音波法によるコンクリートの品質評価方法を提案した．本論

分では，超音波伝播速度の測定値に大きく影響を与える骨材

の物性値に付いて詳細に検討し，骨材の影響を取り除くことに

より，より定量的な品質評価が可能であることを示した． 

超音波伝播速度，品

質評価，骨材，細孔

構造，トモグラフィー

山下 英俊/堺

孝司/熊谷 守

晃/喜多 達夫

間組/香川大

学/国土交通

省/間組 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 583-588, 2001 
07 

202 

コンクリート内部欠陥の寸法

および深さと打音特性値の定

量関係 

非破壊検査試験法としての打音法において，欠陥の寸法およ

び深さに対する評価パラメータとしての 大振幅値および周波

数分布の感度や適用範囲を明らかにした． 

打音法，内部欠陥，

比は買い試験，周波

数分布，FEM 解析 

浅野 雅則/鎌

田 敏郎/国枝

稔/六郷 恵哲

岐阜大学 
コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 589-594, 2001 
01-5 
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203 
合成部材での未充填部の打

音法検査 

鋼板が部材周辺に存在する合成部材の未充填部の検査法と

して打音法に注目して，未充填部の大きさ・形状・鋼板の厚さ・

水の有無を要因にした実験を行い，実験結果を測定波形の減

衰比・継続時間．スペクトルなどの注目して整理した．この結

果，打音法の適用範囲，限界などを把握した． 

非破壊検査法，打音

法，合成部材，未充

填部，スペクトル 

壹岐 直之/清

宮 理/星野 

聡志/越村 幸

直 

若築建設/早

稲田大学/早

稲田大学/早

稲田大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 595-600, 2001 
08 

204 
コンクリートの打音による健

全性の評価について 

打音法において打撃音をマイクロフォンで録音後 FFT 解析に

より振幅波や周波数特性を分析し，測定結果を客観的に判定

することの検討を行なった．その結果，打撃点，打撃周辺部，

供試体背面状況等の変化ならびに擬似欠陥部等の打撃音の

相対的影響が明確に現れることを確認した． 

非破壊試験，打音

法，打撃音，周波数,

相対音圧，周波数ス

ペクトル 

金森 正樹/飯

坂 武男/菊川

浩治/梅原 秀

哲 

名城大学/名

城大学/名城

大学/名古屋

工業大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 601-606, 2001 
01-5 

205 

サーモグラフィー法による内

部探査結果の精度向上に関

する基礎的研究 

サーモグラフィー法において，強制加熱または冷却を行なうこ

とによって介在物の検出性能は向上するが，その検出性能は

介在物の種類，埋設深さ測定表面色の変化の影響を受けるこ

と，強制加熱または冷却には 適時間が有り，時間の設定に

注意が必要であること等が明らかになった． 

非破壊検査，内部探

査，サーモグラフィー

法，強制過熱，強制

冷却，熱伝導解析 

安藤 秀則/山

田 和夫 
愛知工業大学

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 607-612, 2001 
01-1 

206 

温度解析に基づいたサーモ

グラフィー法によるコンクリー

ト中の空隙および斜めひび

割れの検査方法に的する基

礎的研究 

サーモグラフィー法において，空隙および斜めひび割れを導入

した供試体について熱照射を行い，その温度分布変化を調べ

た．また，FEM 解析を行なって，欠陥状態が温度分布の測定

結果および 適な測定条件に与える影響を調べた． 

サーモグラフィー法，

非破壊検査，欠陥評

価，内部空隙，斜めひ

び割れ 

高羅 信彦/魚

本 健人 

千葉工業大学

/東京大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 613-618, 2001 
01-6 

207 

赤外線サーモグラフィー法に

よる連続繊維シートの欠陥探

査 

赤外線サーモグラフィー法により，連続繊維シート補強の欠陥

探査を行い，撮像距離，欠陥寸法，日射の有無，連続繊維シ

ートの種類および層数が探査に及ぼす影響を検討した． 

赤外線サーモグラフィ

ー法，連続繊維シー

ト，剥離，撮像距離 

小林香木/尼

崎 省二 

和歌山県/立

命館大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 619-624, 2001 
01-6 

208 

サーモグラフイ一法及び打音

法を利用した炭素繊維シート

補強コンクリートの剥離検知

手法 

連続繊維シート補強法の剥離検査手法にサーモグラフィー法

を用いた場合の，剥離を検出するための画像処理法として，得

られた熱画像に検知したい剥離寸法に対応したメッシュを貼り

付け，各メッシュあたりの画素数分布曲線の相違から剥離評

価を行なった．さらに，打音法を併用して剥離寸法の定量評価

を行なった． 

炭素繊維シート，剥離

検知，サーモグラフィ

ー法，打音法，画素数

分布曲線 

金光 寿一/柳

内 睦人/三星

智典/黒古 剛

司 

中央工学校/

日本大学/日

本大学/日本

大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 625-630, 2001 
01-5 

209 

リングゲージによるコンクリー

ト内部の挙動評価に関する

研究 

高水圧を受ける比較的マッシブなコンクリート内部のひび割れ

発生挙動を把握する目的で，ひずみゲージを貼付した炭素繊

維リングシートをコンクリート内に埋設した RC 試験体の水圧載

荷実験および非線形 FEM 解析を実施した． 

リングゲージ，高水

圧，低鉄筋比，比線

形 FEM，マスコンクリ

ート 

加藤 定良/山

谷 敦/趙 唯

堅/小澤 啓明

東電設計/東

電設計/大成

建設/東京電

力 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 631-636, 2001 
01-6 
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210 

光ファイバを用いたコンクリー

ト構造物のひずみ管理に関

する基礎的研究 

光ファイバーをコンクリート補強材に一体化させ，引張りおよび

曲げ試験を行い，光ファイバーにより梁のひずみ，曲げひび割

れが測定できるか検討した．その結果，引張り試験では高い

精度で計測が可能であり，曲げ試験では鋼材ひずみ，曲げひ

び割れ幅を光ファイバで評価できることがわかった． 

光ファイバー，

BOTDR，ひずみ測

定，ひび割れ幅，維持

管理，比破壊試験 

松崎 謙太郎/

勝木 太/矢島

哲司 

千代田コンサ

ルタント/芝浦

工業大学/芝

浦工業大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 637-642, 2001 
09 

211 

歪モニタリング用光ファイバ

センサの測定長特性に関す

る研究 

光ファイバーセンサーの測定長と検出するひずみの関係に着

目して実験を行った．光ファイバーの分解能が 1ｍであるた

め，接着長 1m 以上では，ひずみ測定が可能であるが，接着長

1m 以下の場合は誤差が大きくなる． 

光ファイバー，

BOTDR，分解能，ひ

ずみ，全面接着，定点

接着 

石井 豪/呉 

智深/堀内 辰

夫 

茨城大学/茨

城大学/NTT イ

ンフラネット 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.23, No.1, 643-648, 2001 
09 

212 
コンクリートの超音波伝播に

関する数値解析的研究 

本研究では，コンクリートの超音波伝播試験を行うと同時に，

その伝播状況を解析的に視覚化することを目指し，数値解析

的な検討を行った．検討の結果，波は境界上で，あるいは境

界に達した後に複雑な伝播をする 

ことなどが判明した． 

非破壊検査，超音

波，可視化，有限要

素解析 

吉田秀典/高

橋恵介/堺孝

司/山下英俊

香川大学/香

川大学/香川

大学/ハザマ

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1461-1466, 

2002 

07 

213 

非破壊検査による２４年供用

した鉄筋コンクリート壁高欄

の調査 

24 年間供用した鉄筋コンクリート壁高欄の現状を把握するた

め，同一箇所において各種非破壊検査を行った。得られた複

数の検査結果を総合して損傷程度を評価した。さらにコンクリ

ートコアの採取を行い，圧縮強度や中性化深さ試験から劣化

状態を調査した。 

鉄筋コンクリート，非

破壊検査，既設構造

物 

渡部聡子/魚

本健人 

首都高速道路

技術センター/

東京大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1467-1472, 

2002 

07 

214 

コンクリート構造物の圧力波

を用いた新しい非接触非破

壊検査法 

本研究で提案する新しい打音法は，ハンマーの代わりにガス

ガンを用いて壁面を打撃し，作業者の耳の代わりにレーザー・

ドップラー振動計を用いて壁面振動を計測する。本方法を用い

て非破壊検査を試みたところ，直径 200mm，深さ 50mm の欠

陥の検出に成功した。 

非破壊検査，コンクリ

ート，圧力波，打音

法，レーザー振動計

森和也

/Andrea 

SPAGNOLI/村

上敬宜/鳥越

一平 

熊本大学/パ

ルマ大学/九

州大学/熊本

大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1473-1478, 

2002 

01-6 

215 

強制加熱を利用したサーモ

グラフィー法によるコンクリー

トの内部評価 

サーモグラフィー法によるコンクリートの内部探査結果に及ぼ

す強制加熱時間の影響について一連の実験的・解析的検討を

行った。 

非破壊検査，内部探

査，サーモグラフィー

法，強制加熱時間，

熱伝導解析 

山田和夫/安

藤秀則 
愛知工業大学

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1485-1490, 

2002 

01-6 

216 
コンクリートの弾性波速度に

及ぼす鋼材の影響 

コンクリートの非破壊試験法である超音波法を取り上げ,超音

波パルス縦波の伝播時間測定値に及ぼす測定装置、供試体

の形状･寸法の影響について検討するとともに、コンクリートの

弾性波速度に及ぼす鋼材の影響を検討した。 

非破壊検査、弾性波

速度、弾性定数、鋼

材 

尼﨑省二 立命館大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1491-1496, 

2002 

07 
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217 
鉄筋検査機の鉄道構造物へ

の適用に関する研究 

高密度配筋を特徴とする鉄道ラーメン高架橋への鉄筋検査機

の適用性について検討した．電磁誘導法では軸方向鉄筋や帯

鉄筋の組数の影響が大きいこと，レーダ法では，含水率に結

果が左右されることなどを明らかにした． 

非破壊検査，鉄筋の

かぶり，電磁誘導法，

レーダ法 

東川 孝治/曽

我部正道/井

上 裕司/谷村

幸裕 

鉄道総合技術

研究所/鉄道

総合技術研究

所/BMC/鉄道

総合技術研究

所 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1497-1502, 

2002 

05 

218 

海岸線付近にある鉄道構造

物の塩分量調査と簡易測定

法の適用性に対する検討 

コンクリートハンマードリルを用いた簡易な試料採取方法とフレ

ッシュコンクリート用の塩分量測定機を用いた簡易な分析方法

に着目し，実鉄道構造物への適用性の観点から含有塩分量

に関する調査を実施した． 

維持管理，塩分量分

析，ドリル法，簡易

法，JCI 法 

井上裕司/曽

我部正道/長

谷川雅志/谷

村幸裕 

BMC/鉄道総

合技術研究所

/鉄道総合技

術研究所/鉄

道総合技術研

究所 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1503-1508, 

2002 

04 

219 

電磁波による鉄筋コンクリー

ト中の塩分測定に関する一

考察 

鉄筋コンクリート構造物の塩分量を非破壊で評価することを目

的として，電磁波を用いた検討を行った。その結果，コンクリー

ト中の塩分量の増減に伴い電磁波波形の振幅が変化すること

から，電磁波測定によってコンクリート中の塩分測定の可能性

があることを示した。 

電磁波，非破壊試

験，塩分量，比誘電

率 

溝淵利明/新

井淳一/須田

久美子/斎藤

健一 

法政大学/リテ

ックエンジニア

リング/鹿島建

設/ピーシー橋

梁 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1509-1514, 

2002 

04 

220 

非破壊による鉄筋コンクリー

ト中の塩分測定に関する研

究 

鉄筋コンクリート中の塩分測定を非破壊で調査する方法を検

討するために，塩分含有量の異なるコンクリートおよび鉄筋コ

ンクリート供試体を用い電磁波法の適用を試みた。実験の結

果，コンクリートの塩分含有量と電磁波の鉄筋からの反射波振

幅量との間に高い相関があることが明らかになった。 

塩害，塩分量，非破

壊試験，電磁波，含

水率，比誘電率 

新井淳一/溝

淵利明/坂田

昇/須田久美

子 

リテックエンジ

ニアリング/法

政大学/鹿島

建設/鹿島建

設 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1515-1520, 

2002 

04 

221 
衝撃弾性波法によるコンクリ

ート内部欠陥探査 

コンクリート表面を鋼球で打撃して発生する縦弾性波により内

部欠陥を探査した。供試体実験により、見かけの弾性率の低

下による弾性波速度の低下，弾性波が欠陥部を迂回して伝搬

経路が長くなる，欠陥部で多重反射する縦弾性波の発生，曲

げ振動の発生等を確認し、実構造物で欠陥を探査した。 

衝撃弾性波法，欠陥

探査，縦弾性波，多

重反射，曲げ振動 

岩野 聡史/極

檀 邦夫/境 

友昭 

伊藤建設/東

海大学/アプラ

イドリサーチ 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1521-1526, 

2002 

01-5 

222 

振動を利用したコンクリート

充填検知システムに関する

基礎実験 

型枠や鉄筋に小型の振動デバイスを設置して，その振動デバ

イスの振動を能動的に制御するコンクリート充填検知システム

を試作し，本システムの検知能力および適用性に関する基礎

的実験を行った。その結果，振動デバイス周囲の水，空気，コ

ンクリートなどの識別が可能であり，コンクリートの充填部と未

充填部を確実に検知できた。 

非破壊検査，弾性波

振動，振動デバイス，

コンクリート充填検

知，周波数特性 

金子稔/坂井

孝/安田正雪/

末岡英二 

曙ブレーキ工

業/曙ブレーキ

工業/東洋建

設/東洋建設

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1527-1532, 

2002 

08 
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223 

金属磁歪素子を用いた低周

波弾性波による実大 RC 床

版供試体の非破壊評価 

低周波音響弾性波を用いたコンクリート内部診断装置の計測

性能評価を，RC 床版を模擬した供試体で実施した。検出でき

る欠陥サイズ，欠陥深さ，鉄筋有無の影響を，並びに欠陥の

検出には周波数応答の振幅の積分値（振動レベル）が有効な

パラメータであることを明らかにし,欠陥部をビジブルに表現す

る欠陥深さ推定マップの有効性を確認した。 

非破壊試験，低周

波，音響弾性波，金

属磁歪, 欠陥評価, 

RC 床版 

服部晋一/鎌

田敏郎/竹村

泰弘/西田久

雄 

三菱電機/岐

阜大学/オー

デックス/オー

デックス 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1533-1538, 

2002 

01-6 

224 

弾性波によるコンクリート下

水管路の劣化診断手法に関

する基礎研究 

コンクリート下水管路の劣化程度を簡易的に診断する非破壊

試験法として，弾性波を用いる方法について基礎的な検討を

行ったその結果，受振した波形の周波数特性を指標とすること

によって，ひび割れの有無が把握できることを明らかにした。

コンクリート下水管

路，劣化診断，非破

壊試験，弾性波法，ひ

び割れ，周波数特性

皆木卓士/鎌

田敏郎/野崎

善治/舟橋孝

仁 

積水化学工業

/岐阜大学/積

水化学工業/

岐阜大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1539-1544, 

2002 

01-6 

225 

コンクリート打撃音の周波数

特性とその欠陥評価への適

用 

鋼球直径の違いによる打撃音の周波数特性の変化と，欠陥評

価のためのパラメータとしての周波数特性の適用性について

検討した。その結果，鋼球直径が周波数分布に与える影響は

大きいこと、健全部における周波数分布との対比により，欠陥

の有無が把握できるとともに，ピーク周波数は欠陥の平面的な

大きさと相関があること、欠陥がある場合の打撃音におけるピ

ーク周波数はたわみ共振現象に支配されるものであることが

明らかとなった。 

非破壊試験，打音

法，弾性波，周波数

分布，欠陥評価 

淺野雅則/鎌

田敏郎/六郷

恵哲/遠藤友

紀雄 

岐阜大学/岐

阜大学/岐阜

大学/昭和コン

クリート工業 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1545-1550, 

2002 

01-5 

226 

弾性波の伝播速度に着目し

た PC グラウトの充填評価手

法 

本研究は，PC グラウトの充填評価に衝撃弾性波法を適用する

場合において，弾性波伝播速度を指標として用いる方法に関

して検討を行ったものである．供試体実験により，グラウト充填

度と弾性波伝播速度の関係を把握し，実物大 PC 桁（桁長

35m）においても実験を実施し，本手法の実構造物への適用性

に関する検討を行なった。 

非破壊試験，衝撃弾

性波法，伝播速度，

PC 構造物，PC グラ

ウト，FEM 解析 

国枝泰祐/鎌

田敏郎/浅野

雅則/六郷惠

哲 

岐阜大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1551-1556, 

2002 

08 

227 

 衝撃弾性波法による PC 橋

梁シース管グラウトの充填度

合の測定 

衝撃弾性波法によって PC 橋梁シース管グラウトの充填度合を

非破壊で診断する方法について, その理論と実橋梁で試験を

行った結果について報告する。 

衝撃弾性波法，PC 

橋梁，欠陥探査，縦

弾性波，多重反射 

極檀 邦夫/境

友昭 

東海大学/アプ

ライドリサーチ

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1557-1562, 

2002 

08 

228 
超音波法によるコンクリート

の耐凍結融解特性の評価 

288 個のデータを用いて超音波伝播速度と動弾性係数の関係

式を導き、超音波法によるコンクリートの耐凍結融解特性の評

価に関する検討を行なった。その結果、耐凍結融解特性の評

価は、相対超音波伝播速度並びに得られた関係式を用いて評

価した動弾性係数の相対値でも制度よく行なえることが明らか

になった。 

超音波法、超音波伝

播速度，動弾性係

数、耐凍結融解特

性、非破壊試験 

緒方英彦/服

部九二雄/高

田龍一/野中

資博 

鳥取大学/鳥

取大学/松枝

工業高専/鳥

取大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1563-1568, 

2002 

07 
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229 

超音波測定に基づくコンクリ

ートの硬化挙動の評価手法

に関する基礎研究 

AE 計測システムを用いて連続的に超音波計測を行い，短時

間に変化する材料の硬化挙動を捉えることを試みた。その結

果，超音波の伝播速度，受振波形の最大振幅値あるいは周波

数分布により，セメントペーストの硬化挙動を連続的にモニタリ

ングできることを示した。 

硬化挙動，非破壊検

査，超音波法，伝播

速度，最大振幅値，

周波数分布 

内田慎哉/河

村彰男/鎌田

敏郎/久田真

岐阜大学/熊

谷組/岐阜大

学/新潟大学

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1569-1574, 

2002 

07 

230 

超音波リアルタイム計測手法

を用いたコンクリートの内部

探知に関する研究 

超音波法において、巨視的探知理論を拡張しコンクリート内部

探知をリアルタイムに行うことが出来る計測法を確立し，リアル

タイム計測を用いた埋設管探知・鉄筋探知の有効性を確認し

た。 

非破壊，超音波，巨

視的探知理論，コンク

リート，埋設管，リア

ルタイム計測 

植松恵一/廣

瀬正行/中西

三和/安達洋

合人社計画研

究所/エッチア

ンドビーシステ

ム/日本大学/

日本大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1575-1580, 

2002 

01-5 

231 

インパクトエコー法に基づい

たイメージング手法によるコ

ンクリート内部空隙の検出 

インパクトエコー法により得られる周波数スペクトルをイメージ

ングすることにより，調査対象の断面をビジュアル化し評価す

る手法 SIBIE を採用した。この手法をコンクリート内部の空隙

検出に適用し，その有効性と空隙検出に適したイメージング条

件について検討を行った。 

インパクトエコー法，

弾性波，周波数スペ

クトル，イメージング，

内部空隙 

渡辺健/橋本

親典/大津政

康/一宮桂一

郎 

徳島大学/徳

島大学/ 熊本

大学/徳島県

生コンクリート

工業組合 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1581-1586, 

2002 

01-6 

232 

舗装熱によりアクティブに加

熱された RC 床版のサーモ

グラフィーによる内部剥離検

出の実験的研究 

本研究ではアスファルト敷設時の舗装熱を利用した RC 床版

内部の診断法を提案した。その結果，試験体下面の内部空洞

位置には，欠陥を示す低温域が観測され本手法の有効性が

確認された。 

舗装熱，サーモグラフ

ィー法，RC 床版，欠

陥検出，表面温度差

三星智典/柳

内睦人/菅野

匡/金光寿一

日本大学/日

本大学/日本

道路公団/中

央工学校 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1587-1592, 

2002 

01-6 

233 

熱画像処理に基づく鉄筋コン

クリート部材の劣化性状評価

システムに関する基礎的研

究 

鉄筋腐食に関する非破壊検査の技術向上を目的として，熱画

像処理と熱伝導解析に基づく新たな劣化診断システムの開発

に関する基礎的研究を行った。鉄筋に対して直接強制加熱を

作用させることにより，その温度冷却過程において生じる熱伝

導率相違評価を行ない，それに基づく基礎的な理論構築およ

び解析的評価を実施した。 

非破壊検査，サーモ

グラフィー，熱伝導解

析，鉄筋腐食 

茂木淳/一ノ瀬

晴幸/大下英

吉 

中央大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1593-1598, 

2002 

06 

234 

小径コアの短時間吸水量に

着目したコンクリートの耐久

性評価法の検討 

既存コンクリート構造物の耐久性を評価する試験手法として，

小径コアを採取し， この小径コアの吸水性に着目した試験を

実施した。この結果，小径コアの吸水性はコンクリートの水セメ

ント比や骨材の物性に応じて変化し，コンクリートの凍結融解

耐久性とも比較的良い対応が認められた。 

小型コア，吸水性，凍

結融解耐久性，水セメ

ント比，空気量，再生

骨材 

片平博/河野

広隆 
土木研究所 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1599-1604, 

2002 

02 

235 

各種非破壊検査法による鉄

筋コンクリート造壁体の内部

欠陥探査実験 

鉄筋コンクリート造建築物外壁の内部欠陥探査に対する非破

壊検査手法の適用性評価を目的とし，人工的なジャンカとコー

ルドジョイントを有する試験体により実験を行った。赤外線法，

超音波法，電磁波レーダー法，熱中性子測定法，打音法の５

種類の方法による片面からの測定を行い、各手法の適用性に

ついて検討した。 

ＲＣ造外壁，非破壊検

査，内部欠陥，ジャン

カ，コールドジョイント

西川忠/井村

保則 

コンクリート診

断センター 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1605-1610, 

2002 

01-5 
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236 

AE レートプロセス解析に基

づいたコンクリートの損傷度

評価 

コンクリート供試体の一軸圧縮試験時に AE 計測を実施するこ

とにより，コンクリート構造物の損傷度を定量的に評価する手

法を研究結果を報告した。健全時のヤング率をレートプロセス

解析結果から推定する手法の適用性を，若材齢・長期材齢及

び凍結融解劣化による損傷度の制御された供試体の圧縮試

験において検討した。 

AE, 損傷度評価，レ

ートプロセス解析，損

傷力学 

渡辺弘史/一ノ

瀬誠/大津政

康 

熊本大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1611-1616, 

2002 

01-6 

237 
テストハンマーの個体差およ

び較正法に関する調査 

硬化コンクリートの簡易強度推定に用いられるテストハンマー

については，試験器具そのものの検定方法が基準化されてい

ないという問題点がある。そこで，製造者や整備状況が異なる

41 機のテストハンマーを収集し，反発度測定結果を比較し

た。また，市販のアンビル等を用いた検定の妥当性について

検討した。 

テストハンマー，反発

度法，強度推定，非

破壊検査 

古賀 裕久/河

野 広隆/福田

暁/石井 和夫

土木研究所/

土木研究所/

日本構造物診

断技術/日本

構造物診断技

術協会 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1617-1622, 

2002 

02 

238 
散乱Ｘ線法によるコンクリート

内部欠陥探査の可能性 

後方散乱Ｘ線を測定する手法（以下，散乱Ｘ線法という。）によ

り，コンクリート表面から内部欠陥を非破壊で探査する手法の

実験的検討を行い，その適用可能性を検討した。模擬空隙の

深さ方向の位置や空隙厚などをパラメータとして作製した模擬

空隙を有する供試体を用い，一定の探査条件の基での空隙深

さや空隙厚などの内部欠陥の検出性能を把握した。 

X 線法，非破壊検

査，内部欠陥 

吉田 幸司/鳥

取 誠一/手島

和範 

鉄道総合技術

研究所/鉄道

総合技術研究

所/三菱重工

業 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.24, No.1, 1623-1628, 

2002 

01-6 

239 

コンクリートの欠陥評価にお

ける打撃音波形パラメータの

役割 

コンクリート打撃音から得られる波形パラメータ（最大振幅値・

減衰時間）および周波数分布とコンクリート中の欠陥の特徴と

の対応関係を明らかにする目的で，各パラメータの感度につい

て検討したその結果，打撃音の周波数分布におけるピーク周

波数は，欠陥の平面的な大きさを把握するのに適しており，さ

らに最大振幅値などの波形パラメータを加えることで欠陥深さ

が評価できることを明らかにした。 

打音法，欠陥評価，

FEM 解析，周波数分

布，最大振幅値，減

衰時間 

浅野雅則/鎌

田敏郎/六郷

恵哲/児玉一

郎 

岐阜大学/岐

阜大学/ 岐阜

大学/昭和コン

クリート工業 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1583-1588, 

2003 

01-5 

240 
ＰＣグラウト充填評価におけ

る弾性波パラメータの特性 

衝撃弾性波法により PC グラウトの充填度評価を行う際に用い

る弾性波パラメータに関して検討したものである。弾性波パラ

メータとしては，弾性波伝播速度および周波数分布に加えて，

波形特性値として立上り時間を用い，実験的検討を行った。こ

のうち，弾性波伝播速度に関しては，実験に加えて 3 次元 FEM

解析による検討も加えた。 

非破壊検査，衝撃弾

性波法，グラウト充填

評価，FEM 解析，弾

性波パラメータ 

国枝 泰祐/鎌

田 敏郎/浅野

雅則/六郷 惠

哲 

岐阜大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1589-1594, 

2003 

08 

241 
コンクリートの透気性の簡易

測定手法に関する研究 

表面仕上げを含めたコンクリートの透気性を簡便に測定する

方法を提案するとともに，この測定方法の適用性について検

討した。水セメント比および細骨材量を変化させたモルタルを

用いて，本方法によって得られる透気性と，加圧法による透気

性とを比較し，さらに中性化促進試験との比較も行った。 

コンクリート，透気性，

簡易測定法，中性

化，加圧法 

平岩陸/田中

清人/谷川恭

雄/森博嗣 

豊田工業高専

/豊田工業高

専/名古屋大

学/名古屋大

学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1595-1600, 

2003 

07 
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242 

デジタルカメラを用いたひび

割れ測定法の標準化に関す

る検討 

デジタルカメラと自動画像処理ソフトを用いたコンクリートのひ

び割れ測定における，ひび割れ幅，ひび割れ長さ，撮影画角，

画質，距離，角度，光量等の各条件がひび割れの自動画像処

理に与える影響を検証した。また，光量について実構造物で照

度測定を行い，部材位置と照度の関係を示した。 

デジタルカメラ，ひび

割れ，撮影方法 

川村 力/曽我

部 正道/石井

秀和/佐藤 勉

鉄道総合技術

研究所 /鉄道

総合技術研究

所/BMC/鉄道

総合技術研究

所 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1601-1606, 

2003 

01-1 

243 

ドリルを用いた塩分量簡易測

定法の実構造物への適用に

関する研究 

硬化コンクリートに含まれる塩化物イオン量の測定方法につい

て，ドリルを用いた試料採取法と様々な分析法に着目し，実構

造物への適用性の観点から検討を行った．分析法は、電極電

流法、吸光光度法、蛍光 X 線法を検討対象とした． 

維持管理，塩化物イ

オン量測定，ドリル

法，電極電流法，吸

光光度法 

東川 孝治/曽

我部正道/井

上 裕司/谷村

幸裕 

鉄道総合技術

研究所 /鉄道

総合技術研究

所/中央復建コ

ンサルタンツ/

鉄道総合技術

研究所 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1607-1612, 

2003 

04 

244 
ヴィコフォルテ教会堂の劣化

現況に関する非破壊検査 

現地及び室内実験においてレンガにフィルム簡易吸水試験，

測色，引っかき法，ウィンザーピン法の非破壊試験を適用し，

吸水速度，表乾密度，吸水率，色彩値，引っかき傷幅，ウィン

ザーピン貫入抵抗値と圧縮強度，静弾性係数の関係を明らか

にしている。 

組積造，吸水試験，

引っかき法，ウィンザ

ーピン法，色彩，力学

特性 

青木 孝義/込

山 貴仁/谷川

恭雄/湯浅 昇

名古屋市立大

学/コンステッ

ク/名古屋大学

/日本大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1613-1618, 

2003 

07 

245 

サーモグラフィ法による超速

硬モルタルとコンクリートとの

打継ぎ界面における欠陥評

価手法 

超速硬モルタルの補修材としての適用を想定した場合に，モ

ルタルと母材コンクリートとの打継ぎ界面に発生する欠陥を，

モルタルの水和熱を熱源としモルタル表面におけるサーモグラ

フィを撮影することによって検出する手法について検討した。 

サーモグラフィ法，最

大表面温度差，超速

硬モルタル，打継ぎ界

面，欠陥評価 

山口 岳思/鎌

田 敏郎/桑原

常晃/六郷 恵

哲 

岐阜大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1619-1624, 

2003 

01-5 

246 

コンクリート下水管路の劣化

診断における衝撃弾性波法

の適用 

コンクリート下水管路の劣化診断手法として，衝撃弾性波法に

よる検討を行った。ここでは，実際の下水管に発生にする劣化

を想定した供試体を用いて，劣化状態と評価パラメータ（最大

振幅値比，波形減衰時間比および周波数分布）との関係につ

いて検討を行った。さらに，簡易的な 3 次元モデルを用いて解

析的検討も加えた。その結果，最大振幅値比，波形減衰時間

比および周波数分布は，管軸方向に存在するひび割れにより

影響を受けるパラメータであることが明らかとなった。 

コンクリート下水管

路，衝撃弾性波法，

最大振幅値，波形減

衰時間，周波数分布

舟橋 孝仁/鎌

田 敏郎/皆木

卓士/浅野 雅

則 

岐阜大学/岐

阜大学/積水

化学工業/岐

阜大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1625-1630, 

2003 

08 
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247 

超音波伝播特性に着目した

超速硬セメントペーストの硬

化過程の評価手法 

超速硬セメントペーストを対象として，AE 計測システムを活用

した超音波計測を行い，受振波形の伝播特性に着目して，そ

の硬化過程を連続的にモニタリングした。さらに，粉末 X 線回

折および走査型電子顕微鏡観察を行い，硬化過程におけるセ

メントペーストの水和反応に伴う水和生成物との関連について

も検討を加えた。その結果，超音波の伝播特性としての伝播

速度，受振波形の最大振幅値および周波数分布は，それぞれ

セメントペーストの硬化過程における異なる特徴を反映した指

標であることを確認した。 

硬化過程，非破壊検

査，超音波法，粉末 X 

線回折，走査型電子

顕微鏡（SEM） 

内田 慎哉/鎌

田 敏郎/国枝

稔/六郷 恵哲

岐阜大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1631-1636, 

2003 

07 

248 
弾性波速度の測定によるコ

ンクリートの圧縮強度の推定 

コンクリートの圧縮強度を，実際の構造物で衝撃弾性波法によ

り，精度良く推定することを目的として以下の実験を行った。実

際の構造物でコンクリート打設時にコンクリートを採取して製作

した円柱供試体で，弾性波速度と圧縮強度を測定し，過去の

実験で得た関係式が適用できるかを確認した。次に，実際の

構造物で弾性波速度を計測し，圧縮強度を推定した。その結

果，コア抜きによる圧縮試験結果との誤差は平均で 2.0N/mm2 

となった。 

衝撃弾性波法，非破

壊検査，圧縮強度，

弾性波速度，実構造

物 

岩野 聡史/森

濱 和正/極檀

邦夫/境 友昭

伊藤建設/土

木研究所/東

海大学/アプラ

イドリサーチ 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1637-1642, 

2003 

02 

249 
Ｘ線ＣＴ法によるコンクリート

供試体の非破壊検査 

コンクリートに対するＸ線ＣＴ法の適用性の把握を目的として，

配合の異なるコンクリート供試体のＸ線ＣＴ撮影を行い，Ｘ線吸

収率を表わすＣＴ値を定量的に解析した。その結果，粗骨材の

空間分布やモルタル部のＣＴ値の鉛直分布から材料分離の状

況を確認することができた。さらに，モルタル部の平均ＣＴ値と

密度は相関が高く，モルタル部の平均ＣＴ値を求めることによ

って水セメント比の相違を識別できることを明らかにした。 

X 線ＣＴ法，ＣＴ値，密

度，材料分離，水セメ

ント比 

天明 敏行/堤

知明/村上 祐

治/尾原 祐三

間組/東京電

力/間組/熊本

大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1643-1648, 

2003 

01-6 

250 

電気的性質を用いたコンクリ

ート中の鉄筋の腐食診断方

法の検討 

鉄筋の腐食特性をコンクリートの表面から非破壊的に把握す

るために，建築研究所で 15 年間暴露したコンクリート試験体

を用いて，電気探査技術のうち交流インピーダンス法による測

定を行うとともに，実際に破壊して測定した鉄筋の質量減少率

や腐食面積率のような鉄筋腐食量と比較し，鉄筋の腐食状態

の診断を試みた。その結果，コンクリート表面に取り付けた電

極によるインピーダンス測定方法は実際に破壊して測定した

鉄筋の腐食量に比較して類似した傾向を示しており，鉄筋の

腐食程度を非破壊的に推定できることを確認した。 

インピーダンス，鉄筋

の腐食，表面取り付

け電極，非破壊検査，

暴露試験 

黄 光律/野口

貴文/鹿毛 忠

継/曹 健 

建築研究所/

東京大学/国

土交通省国土

技術政策総合

研究所/前田

工繊 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1649-1654, 

2003 

06 
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251 

中性化による鉄筋腐食への

電気化学的非破壊検査の適

用性 

本研究は，中性化を主因とする鉄筋腐食状態を電気化学的非

破壊検査により推定する場合の適用性を明らかにすることを

目的として，促進中性化下の各種ＲＣ供試体を用いて実験を

行った。その結果，中性化を主因とする鉄筋腐食では従来の

基準より貴な電位で鉄筋腐食が始まること，散水による自然電

位の変化はコンクリート抵抗の変化と相関が高いこと，および

分極抵抗とコンクリート抵抗の間に高い相関が認められること

などが明らかとなった。 

鉄筋腐食診断，中性

化，自然電位，分極

抵抗，コンクリート抵

抗（液抵抗） 

高木 猛志/中

川 元宏/服部

篤史/宮川 豊

章 

京都大学/阪

急電鉄/京都

大学/京都大

学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1655-1660, 

2003 

06 

252 
コンクリートの超音波測定に

関する実験的研究 

現場で安定して超音波測定ができる条件について、厚さ測定

試験体で実験を行い、１探触子反射法で広い周波数帯域と粗

骨材より十分に大きい振動子サイズが重要であること、また、

その条件で探触子位置の鉄筋が超音波測定に大きな影響を

与えること、さらに、ひび割れ深さの測定について同様の実験

を行った結果、同一面配置の２探触子透過法で従来とは異な

り大きな振動子サイズで測定を行うと安定して測定できること

が明らかになった。 

コンクリート超音波測

定，厚さ測定，超広帯

域探傷器，ひび割れ

測定，振動子 

サイズ 

金 東範/池ヶ

谷 靖/村田 

達雄/安藤 純

二 

エヌ・ティ・ティ

建築総合研究

所/ジャスト/ 

ジャスト/ジャ

スト 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1661-1666, 

2003 

01-4 

253 

電磁波による鉄筋コンクリー

ト中の塩分測定方法におけ

る影響要因に関する一考察 

電磁波により鉄筋コンクリート中の塩分量を非破壊で測定する

際に，セメントの種類が塩分量推定に与える影響について検

討した。また，含水率を一定とした供試体での測定も行った。さ

らに，これまでの研究成果から，時間計測は比較的精度よく塩

分量を推定できたことから，距離計測の適用を目的とし，時間

計測と距離計測の比較検討を行った結果，距離計測は時間計

測と同程度の塩分量推定精度を示した。 

非破壊試験，電磁

波，塩分量，比誘電

率，振幅 

藤本 恭一/新

井 淳一/須田

久美子/溝渕 

利明 

法政大学/リテ

ックエンジニア

リング/鹿島建

設/法政大学

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1667-1672, 

2003 

04 

254 

電磁波を用いた鉄筋コンクリ

ート中の塩化物量評価に関

する一考察 

鉄筋コンクリート中の塩化物量を非破壊で評価する手法とし

て，電磁波による手法を用いて検討を行った。実験は，塩化物

量を変化させた供試体を用いて，経時的に電磁波計測を行っ

た。その結果，塩化物量を電磁波で測定する可能性を見出し，

塩化物量の推定には比誘電率，振幅値，コンクリート中の水分

量及び外気温が大きく影響していることが明らかとなった。 

非破壊試験，塩化物

量，電磁波，比誘電

率，振幅値 

神谷 武智/須

田 久美子/坂

田 昇/溝渕 

利明 

法政大学/鹿

島建設/鹿島

建設/法政大

学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1673-1678, 

2003 

04 

255 

熱画像処理に基づくコンクリ

ート内部の鉄筋腐食評価シ

ステム構築に関する基礎的

研究 

新たな非破壊検査として，コンクリート内部の鉄筋を強制加熱

することによるコンクリート表面の経時温度変化から鉄筋腐食

の有無および程度に関するシステムの構築に着手しており，

既往の研究までの成果として，腐食した鉄筋の熱的特性を定

量的に解明しなければならないことおよび鉄筋に対する強制

加熱手法に問題点が残された。本研究では，昨年度の問題を

解明するとともに，腐食評価システムの構築を行った。 

非破壊検査，熱的特

性，強制加熱手法，

鉄筋腐食 

茂木 淳/山越

孝太郎/大下 

英吉 

中央大学

/NEC 三栄/

中央大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1679-1684, 

2003 

06 
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256 
ＰＣ橋診断エキスパートシス

テムの開発 

PC 構造では，あらゆる部位にプレストレスを導入するのは不

可能であり，RC 構造となる部位も存在するため通常の事後保

全的な維持管理が必要となる場合がある。本研究では著者ら

が開発している，主として RC 橋を対象とする橋梁マネージメ

ントシステム（J-BMS）内の一つの機能として付加している PC 

橋を対象とする劣化診断システム(PC 橋版 BREX)について具

体的開発例を紹介する。 

PC 橋，診断システ

ム，エキスパートシス

テム，J-BMS 

宮本 文穂/横

山 博司/中村

秀明/泉元 昌

彦 

山口大学/安

部工業所/山

口大学/ 山口

大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1685-1690, 

2003 

09 

257 

電磁波レーダ法によるコンク

リート内部探査画像の改善

手法に関する研究 

電磁波レーダ法によるコンクリートの非破壊検査において、有

限時間領域差分法を用いて，励振波形，前後受信アンテナの

データ処理およびリンギング除去などを対象として，探査画像

の改善方法について解析的な検討を行うとともに，モデル試験

体を用いた実験を行った。その結果，解析より導かれた前後受

信アンテナのデータ処理によるレーダ探査画像の改善の有効

性が確認された。 

電磁波レーダ法，有

限時間領域差分法，

前後受信アンテナ，リ

ンギング除去 

黒川善幸/谷

川恭雄/森博

嗣/野呂田陵

介 

名古屋大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1691-1696, 

2003 

05 

258 

鉄筋コンクリート内部の空隙

検出における SIBIE の有効

性 

内部欠陥の検出における新たな評価手法として，インパクトエ

コー法で得られた周波数スペクトルに基づいたイメージングに

よる画像処理法 SIBIE が開発されている。本研究では，鉄筋

を有するコンクリート内部の空隙の検出を試み，鉄筋間隔が変

わることでイメージング画像にどのような影響を及ぼすかを評

価し，SIBIE の有効性を検討した。その結果，鉄筋の間隔が密

になってくると，入力波が鉄筋の影響を受けて SIBIE では評価

できない可能性があることが示された。 

インパクトエコー法，

画像処理，内部空

隙，周波数スペクト

ル，鉄筋 

森田 貴史/渡

辺 健/橋本 

親典/大津 政

康 

徳島大学/徳

島大学/徳島

大学/熊本大

学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1697-1702, 

2003 

01-6 

259 

ひび割れを有する鉄筋コンク

リ－ト壁部材の光ファイバに

よるモニ 

タリング 

3 本の光ファイバを撚った光学ストランドと，一般的に用いられ

ているパイ型変位計を用い，ひび割れを有している鉄筋コンク

リートの壁部材を対象として，気温の変動によるコンクリートの

ひび割れ幅の挙動やひずみ傾向に対する検討を行った。その

結果光学ストランドの計測値のみからひび割れ発生を検知で

きる可能性があること，ひび割れの原因となるひずみの方向

が確認できる可能性があることが分かった。 

光ファイバ，光学スト

ランド，ひび割れ，熱

膨張係数，主ひずみ

村瀬 豊/加藤

佳孝/勝木 太

/魚本 健人 

芝浦工業大学

/東京大学/芝

浦工業大学/

東京大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1703-1708, 

2003 

09 

260 

マルチスペクトル法を用いた

コンクリート構造物の塩害調

査 

本研究では，ハイパースペクトルリモートセンシングの技術を

用い，非接触でコンクリート表面の塩化物イオン濃度の推定を

試みた。塩化ナトリウムを含む供試体の表面スペクトル特性の

計測を行い，画像解析から本手法の有効性を確認した。 

非破壊検査，マルチ

スペクトル法，塩分濃

度，分光特性 

金田 尚志/魚

本 健人 
東京大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1709-1714, 

2003 

04 
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261 
高強度コンクリートの強度推

定式提案及び適用性評価 

本研究では韓国実情に適用可能な高強度コンクリートの強度

推定式を提案した後，その式を用いて模擬部材の強度を評価

し，提案された強度推定式の現場適用性を試みた．その結

果，反発度法による高強度コンクリートの強度推定式の場合で

も，実測値と推定値との差が少く現われ，その適用が有効であ

ると考えられる． 

高強度コンクリート，

強度推定式，反発度

法，超音波速度法，

複合法，模擬部材 

金武漢/金容

魯/金載桓/張

鐘ホ 

忠南大学校 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1715-1720, 

2003 

02 

262 

衝撃弾性波法による大型供

試体のグラウト充填度の測

定 

本稿では，衝撃弾性波法の PC 桁のグラウト充填度評価への

適用可能性を実験と解析で考察した。実寸試験桁に埋設され

たグラウト充填度の異なるシースを，衝撃弾性波法により測定

した。さらに，有限要素解析によって測定原理を検証し，考察

を加えた。エコーの MEM スペクトログラムは，充填されている

か否かを識別可能にした。 

PC 桁，グラウト，衝

撃弾性波法，欠陥探

査，縦弾性波，曲げ振

動 

極檀 邦夫/菅

野 匡/境 友

昭 

東海大学/日

本道路公団/

アプライドリサ

ーチ 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1721-1726, 

2003 

08 

263 

低周波弾性波による増厚施

工後の大型 RC 床版供試体

における欠陥の非破壊評価 

金属磁歪素子を用いた低周波弾性波によるコンクリート内部

診断装置を用い，人工欠陥を内部に埋設した RC 床版供試体

で本装置の性能評価をすすめている。過去の研究において製

作した床版供試体(400×200×20cm)に 7cm の増厚を施した増

厚供試体での評価を行った。これにより，増厚による周波数応

答の変化，検出できる欠陥サイズ，欠陥深さを明らかにした。

さらに人工的に設置した新旧床版界面のはく離欠陥を床版下

面から計測し，検出可能性を評価した。 

非破壊試験，低周波

弾性波，金属磁歪, 

欠陥評価, RC 床版，

増厚 

服部 晋一/鎌

田 敏郎/島田

隆史/西田 久

雄 

三菱電機/岐

阜大学/ 三菱

電機(/オーデ

ックス 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1727-1732, 

2003 

09 

264 

合成部材でのコンクリート充

填性検査としての打音法の

適用性 

合成部材でのコンクリート充填性を確認するための打音検査

について，適用性を検討するため，コンクリート充填直後から

材齢 28 日までの間で材齢を一つのパラメータとして、実験を行

った。打音波形は卓越振動数，最大振幅および振幅の減衰時

間で整理し，測定者の聴覚による評価との関係を調べた。実

験の結果，卓越振動数のスペクトル振幅と振動の継続時間と

を指標として充填状況の良否を判定できること，材齢 0 日にお

いて充填性の判定が可能であることが判った。 

非破壊検査，打音

法，合成部材，充填

性評価，現場実験 

秋山 哲治/清

宮 理/北澤 

壮介/内藤 英

晴 

若築建設/早

稲田大学/関

西国際空港/

五洋建設 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1733-1738, 

2003 

08 

265 
超音波法による構造物コンク

リートの強度，緻密性の推定 

構造物のコンクリート品質を直接評価する方法の確立を目的

に，コンクリート表層の緻密性，内部の強度を超音波法によっ

て評価することを試みた。3 種類の実構造物を用いて表面から

コンクリート内部の音速分布を推定し，その音速分布を用いる

ことに+C263 より表層の緻密性，内部の強度を推定できる可能

性があることを示した。 

非破壊試験，コンクリ

ート，超音波，音速分

布，強度推定，緻密

性 

森濱和正/野

田一弘/田中

秀治/河野広

隆 

土木研究所 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1739-1744, 

2003 

02 
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266 

内部温度測定を併用した赤

外線サーモグラフィ法に関す

る研究 

本研究では，赤外線サーモグラフィを用いた非破壊検査にコン

クリートの内部温度測定を併用することにより，検査環境に応

じて変化する構造物内部の熱の流れを定量的に検出し，内部

欠陥検出の確実性を向上できることを明らかにした。 

赤外線サーモグラフ

ィ，検査環境，内部温

度測定，面外方向熱

流，剥離欠陥 

中村 士郎/阪

上 隆英/久保

司郎/内田 美

生 

住友大阪セメ

ント/大阪大学

/大阪大学/住

友大阪セメント

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1745-1750, 

2003 

01-5 

267 

赤外線法を用いたコンクリー

ト部材内の材料分布評価に

関する基礎的研究 

本研究では，コンクリート中の熱移動に着目し，赤外線画像に

より施工後の品質を把握する手法を開発することを目的とし

た。放熱時間比と放熱温度比の関係から，W/C の違いを赤外

線法により検出可能であることを示した。さらに，骨材量の違

いは加熱時間の温度変化を活用することで検出可能である。

赤外線法，非破壊検

査，コンクリートの品

質 

小根澤 淳志/

加藤 佳孝/矢

島 哲司/魚本

健人 

芝浦工業/東

京大学/芝浦

工業大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1751-1756, 

2003 

07 

268 

舗装熱を利用したサーモグラ

フィー法による炭素繊維シー

ト補強床版の内部欠陥検出

に関する研究 

道路橋床版部の補強方法として CFS が採用されている。その

補強後の床版内部の欠陥検出へのサーモグラフィー法の適用

にあたり、アスファルト舗装時の熱伝達を利用して床版内部の

欠陥検出を試みた。その結果，熱伝達から CFS で補強された

試験体下面には欠陥を示す低温域が観測され，舗装熱が

CFS 補強後の欠陥検出に適用できることが確認された。 

サーモグラフィー法，

舗装熱，道路橋床

版，欠陥検出，炭素

繊維シート 

金光 寿一/柳

内 睦人/山本

欣徳 

中央工学校/

日本大学/日

本大学 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1757-1762, 

2003 

01-5 

269 

遠隔加熱によるアクティブ赤

外線法を用いたコンクリート

高架橋の検査 

コンクリート高架橋のように背の高い構造物に適用可能なアク

ティブ赤外線法を開発するために，照射設備の検討，模擬空

隙を有する供試体による室内試験および現地試験を行った。

照射設備については，遠隔距離においても高い照射エネルギ

ーを確保する観点から，集光性の高いキセノンアークランプを

用いるのが有利と考えられた。このランプを用いた室内および

現地試験の結果，一定の変状検出性能が得られることが確認

された。 

非破壊検査，アクティ

ブ赤外線法，高架橋，

照射光源 

鎌田 卓司/鳥

取 誠一/中村

圭二郎/栗田 

耕一 

鉄道総合技術

研究所/鉄道

総合技術研究

所/西日本旅

客鉄道/三菱

重工業 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1763-1768, 

2003 

01-5 

270 
コンクリート中鋼材の自然電

位の測定方法に関する検討 

コンクリート中の鋼材の腐食診断手法として自然電位法が多く

用いられている。コンクリート表面の湿潤時間，照合電極の種

類，それの設置位置と鋼材位置との関係およびマクロセルが

存在する場合の測定結果の解釈などについて解明するため，

供試体による実験を行った。その結果，30 分程度の湿潤時間

が必要なこと，正しい換算を行えば照合電極種類には依存し

ないこと，測定位置は鋼材直上がより正確な結果が得られるこ

と，マクロセルの存在によって影響されることなどがわかった。

自然電位法，腐食，

非破壊診断，塩害 

井川 一弘/渡

辺 博志/渡辺

寛 

日本構造物診

断技術協会/

土木研究所/

日本構造物診

断技術協会 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1769-1774, 

2003 

05 
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271 

デジタル画像によるコンクリ

ート床版劣化判定システムの

開発 

本システムは，デジタルカメラで撮影した床版下面画像から，

ひびわれ・遊離石灰等を抽出し，数量的に設定した床版劣化

判定 

基準により床版の劣化状態を平準的に判定するシステムであ

る。本システムの開発は，コンクリート床版点検のコストダウ

ン，点検の精度と確実性の向上及び補修計画（設計）までの効

率化を目的としている。 

コンクリート床版，ひ

びわれ，デジタルカメ

ラ，画像処理，劣化判

定 

佐々木聡/渡

邊一悟/小出 

博/山本利生

ドーコン/北海

道開発土木研

究所/ニコン技

術工房/三菱

重工工事 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1775-1780, 

2003 

01-1 

272 
テストハンマーの点検方法に

関する検討 

硬化コンクリートの簡易強度推定に用いられるテストハンマー

については，テストアンビルを用いた点検が行われている。し

かし，一般的に用いられているテストアンビルとコンクリートで

は測定される反発度が大きく異なるという問題点がある。そこ

で，コンクリートとほぼ同程度の反発度が得られるように製造

されたテストアンビルを用い，テストハンマーの調整状態を評

価することを検討した。 

テストハンマー，テスト

アンビル，反発度法，

強度推定，非破壊試

験 

古賀 裕久/河

野 広隆/森 

正嗣/今尾勝

治 

土木研究所/

土木研究所/

日本構造物診

断技術協会/

日本構造物診

断技術協会 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1781-1786, 

2003 

02 

273 
ＰＣグラウトの充填度評価に

関する非破壊検査の適用 

グラウト充填状況を変えた供試体を用いて，衝撃弾性波法で

伝播速度を評価指標として測定し，その検証にＸ線透過法の

非破壊試験を行った。その結果各試験は有効であることが判

明したので，インパクト・エコー法を追加して既設道路橋の中間

横桁に適用した。本文は供試体，実橋を通して各試験方法で

得られた知見について報告する。 

グラウト充填度，非破

壊試験，ＰＣ鋼棒，衝

撃弾性波，伝播速度

平林 望/植木

博/齋藤 豪 

首都高速道路

技術センター/

首都高速道路

公団/首都高

速道路技術セ

ンター 

コンクリート工学年次論文集, 

Vol.25, No.1, 1787-1792, 

2003 

08 
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274 

赤外線カメラを用いた型枠プ

レキャストへのコンクリートの

充填性確認に関する研究 

その１ 実験概要 

赤外線カメラを用いて、型枠プレキャストへの後打ちコンクリー

トの充填性を確認したもの。 

測定原理は、コンクリートの硬化に伴う水和熱による表面温度

の変化を赤外線カメラにより観測し、欠陥部を検出するもので

ある。 

プレキャスト/コンクリ

ート工事/充填性/非

破壊検査/赤外線カメ

ラ 

久保倉拓/磯 

健一/濱野卓

哉 

日本国土開発

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1174/pp347-348/2001.9 

08 

275 

赤外線カメラを用いた型枠プ

レキャストへのコンクリートの

充填性確認に関する研究 

その２ コンクリートの充填性

確認実験結果 

型枠プレキャストの試験体へのコンクリート打設実験における

赤外線カメラによる充填性試験の結果、欠陥部が 50mm 以上

であれば検知できる。 

プレキャスト/コンクリ

ート工事/充填性/非

破壊検査/赤外線カメ

ラ 

濱野卓哉/磯 

健一/久保倉

拓 

日本国土開発

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1175/pp349-350/2001.9 

08 

276 

弾性波法を用いたタイル剥

離検知器の開発 

その１ タイル剥離検知器の

概要と基礎的実験 

弾性波（周波数２～12Hz のスイープ波）を用いてタイルを加振

し、その振動周波数特性の変化より、タイルの剥離を検知する

もの。 

剥離タイル/非破壊検

査/弾性波/スイープ

波/周波数特性 

金子 稔/坂井

孝/山本耕三/

岩瀬昭雄/安

田正雪/荒金

直樹 

曙ブレーキ工

業・新潟大学・

東洋建設 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1279/pp557-558/2001.9 

01-5 

277 

弾性波法を用いたタイル剥

離検知器の開発 

その２ 実建物における試験

的適用 

弾性波法を用いたタイル剥離検知器を用いて、実建物の壁面

タイルで試験的適用を行った。 

結果１）周波数特性を測定し、そのピーク電圧の絶対値を指標

として、タイル接着の健全及び剥離の判別が可能であり、テス

トハンマー打診調査結果より判別が的確で 

タイル/剥離検知器/

打診調査/引張接着

強度/非破壊 

荒金直樹/安

田正雪/山本

耕三/岩瀬昭

雄/金子 稔/

坂井 孝 

曙ブレーキ工

業・新潟大学・

東洋建設 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1280/pp559-560/2001.9 

01-5 

278 

ユアリドルの切削効率による

コンクリートの圧縮強度推定

に及ぼす骨材の影響 

コアドリルの送り難易度によるてコンクリート部材の強度を測

定する方法に関する研究。コアドリルの刃圧が一定であれば、

切削効率によるコンクリート強度は実用範囲にある。ここでは、

骨材強度、骨材の容積率比の影響について検討したもの。 

  
太田福男/梶

川泰敬 
大同工業大学

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1296/pp591-592/2001.9 

02 

279 
弾性波によるコンクリート強

度推定のための検討 

衝撃弾性波法で測定した弾性波速度と圧縮強度の関係につ

いて考察し、弾性波速度からコンクリート構造物の強度を推定

に関する研究 

衝撃弾性波法/表面

弾性波/往復弾性波/

共振厚さ周波数/強度

推定/圧縮強度 

森濱和正/後

藤俊宏 

土木研究所・

松下インターテ

クノ 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1297/pp593-594/2001.9 

02 

280 

電磁波レーダ法によるコンク

リート内部空隙の形状探査に

関する研究 

コンクリート中に埋設された、異なる形状・寸法の空隙につい

て有限差分時間領域（ＦＤＴＤ）法を用いて解析を行い、電磁波

レーダ法によるコンクリート内部の欠陥を測定し、解析結果と

実験結果とを比較して、電磁波レーダ法による識別探査の可

能性について検討した研究。 

コンクリート/非破壊

試験法/電磁波レーダ

法/内部空隙/形状探

査 

野呂出陵介/

谷川恭雄/森 

博嗣/黒川善

幸/西尾壮平/

大塚幸治 

名古屋大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1298/pp595-596/2001.9 

01-6 
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281 

衝撃弾性波法によるコンクリ

ート中の欠陥評価 

衝撃弾性波法にウェブレット

解析を用いた場合の検討 

信号処理の手法として高い評価を受けているウェブレット解析

手法を衝撃弾性波の応答解析に用い、コンクリート中の欠陥

位置および程度の評価における適用性を検証してみた。 

非破壊試験/衝撃弾

性波法/劣化診断/ウ

ェブレット解析/内部

欠陥 

阪井眞人/木

虎久人 

鉄建建設・ケミ

カル工事 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1299/pp597-598/2001.9 

01-6 

282 

巨視的探知理論を用いた超

音波法によるコンクリートの

内部探知 

その５ 鉄筋コンクリートのひ

び割れ深さ測定 

走査法における最適な探触子間距離（鉄筋経路波が除去さ

れ、ひび割れ底部の回折波が除去されない探触子間距離））

は、鉄筋かぶり厚やひび割れ深さで異なってきてしまう。そこ

で、本報では種々のひび割れ深さに対し、最適な探触子間距

離を導く探知手法を提案することを目的とする。 

非破壊/超音波/コン

クリート/巨視的探知

理論/ひび割れ 

山川信人/植

松恵一/児玉

昌平/廣瀬正

行/中西三和/

安達 洋 

岩手愛児会・

日本大学・

H&B システム

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1300/pp599-600/2001.9 

01-6 

283 

巨視的探知理論を用いた超

音波法によるコンクリートの

内部探知 

その６ 埋設管探知 

鉄筋コンクリート内部に鉄管と塩ビ管の 2 種類を埋設した供試

体を使用し、埋設管の平面的位置及びかぶり厚を探知する計

測手法を提案すると共に、埋設管の配置方向を確認し得る方

法論についても提案する。 

非破壊/超音波/コン

クリート/巨視的探知

理論/埋設管/配管 

植松恵一/山

川信人/児玉

昌平/廣瀬正

行/中西三和/

安達 洋 

岩手愛児会・

日本大学・

H&B システム

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1301/pp601-602/2001.9 

05 

284 
強制熱源を利用したサーモ

グラフィー法による内部探査 

筆者らは、従来からサーモグラフィー法を適用したコンクリート

の内部探査に関する一連の基礎的検討を行っているが、内部

探査結果の信頼性を向上させるためには、日射や水和熱を利

用したパッシブな測定だけでなく、強制的な加熱や冷却を利用

したアクティブな測定方法についても検討しておく必要のあるこ

とがわかった。そのため、本研究では、サーモグラフィー法によ

る内部探査結果に及ぼす強制加熱および強制冷却の影響に

ついて、一連の実験的および解析的検討を行うこととした。 

非破壊検査/内部探

査/サーモグラフィー

法/強制加熱/熱伝導

解析 

安藤秀則/山

田和夫 
愛知工業大学

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1303/pp605-606/2001.9 

01-6 

285 

熱伝導加熱されたコンクリー

トから発生するマイクロ波出

力量について 

鉄筋構造物中の鉄筋の錆程度を測定する非破壊試験方法の

一つとして、コンクリート中の鉄筋を部材表面から誘導加熱し

た鉄筋の放射マイクロ波による測定方法を提案し、錆推定精

度について検討してきた。その結果、鉄筋により加熱されつづ

ける被りコンクリートから発生するマイクロ波出力量もかなり大

きいことが判明した。このため、本研究ではコンクリートと鉄筋

の双方から発生するマイクロ波出力量を定量的に把握するこ

とを目的とした 。 

マイクロ波/非破壊試

験/錆/錆鉄筋 

梶川泰敬/太

田福男 
大同工業大学

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1304/pp607-608/2001.9 

06 

286 

サーモグラフィー法を適用し

た色むらのあるコンクリート

の内部評価に対する逆解析

手法の適用性 

サーモグラフィー法を適用したコンクリートの内部探査結果の

推定精度向上を目的とした基礎的研究として、測定表面の色

および色むらの影響を考慮に入れた逆解析手法の適用性に

ついて一連の検討を行った。 

コンクリート/非破壊

検査/内部探査/逆解

析/色むら/熱伝導解

析 

山田和夫/安

藤秀則 
愛知工業大学

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1307/pp613-614/2001.9 

01-6 
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287 

簡易な非破壊調査データを

基にした RC 構造物の劣化度

診断の提案 

某学園内の学校建築物９棟を、意匠上（見た目）、構造上（躯

体状態）の視点から、建物を全く傷つけることなく、かつ迅速に

できる悲破壊調査を行い、それらの調査データをもとに評価手

法を提案した。 

耐久性/非破壊試験/

評価手法/劣化/ひび

割れ 

佐藤一郎/小

野博宣/渡辺

健治 

中部大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1308/pp615-616/2001.9 

09 

288 
赤外線法による建築物のひ

び割れ診断法に関する研究 

近年，コンクリートの劣化が，大きな社会問題として取り上げら

れている。RC 造建築物の劣化現象は，コンクリートの耐久性

に大きく影響を与えるだけでなく，住本研究は，CO2 の冷却ガ

スによってひび割れ内部を冷却した試験体表面の温度変化

を，赤外線映像装置により測定し，RC 造建築物の漏水源とな

っているひび割れの定量的な評価を行うための実験的な検討

を行い，赤外線法によるひび割れ診断法の作成に関する検討

を行った。 

赤外線法/温度熱画

像/冷却ガス/ひび割

れ/熱伝導解析 

李 海軍/桝田

佳寛/小西敏

正/中村成春/

萩原伸治 

江田特殊防水

工業・宇都宮

大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1001/pp1-2/2002.8 

01-1 

289 

ヴィコフォルテ教会堂を中心

とする歴史的建築物の劣化

現況調査と保存修復方法の

提案 

イタリア・モンドヴィのヴィコフォルテ教会堂は，ピエモンテ州の

偉大な建築作品であり，世界最大の楕円形レンガドームを持

つほか，国際的レベルにおいても建築的特性に優れ，1880 年

にイタリアの国宝に指定されているが，不同沈下とドーム自重

による激しい損傷を受けており，長期にわたる保存修復計画

の立案が急務となっている。 

そこで，イタリア宗教局は，トリノ工科大学を通じてハギア・ソフ

ィア大聖堂の調査実績 1) がある日本調査団に非破壊検査を

中心とした現況把握と構造解析を依頼した。本報は，その第 1 

回調査結果について報じるものである。 

歴史的建築物/組積

造/非破壊検査/サー

モグラフィー/レーダー

/衝撃弾性波 

込山貴仁/青

木孝義/大橋

幾世/谷川恭

雄 

コンステック・

名古屋大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1002/pp3-4/2002.8 

01-6 

290 

打音による合成樹脂仕上げ

材と下地コンクリートの剥離

の判定に関する検討 

（その３） 

前 報 1 ） では，模擬仕上げ材及び模擬剥離を対象として，打

音解析による剥離判定の可能性を検討した。本報では，実際

の合成樹脂系塗り床材及び剥離を対象とし，また下地コンクリ

ートの性状も実験要因として，判定方法の可能性をさらに検討

した結果を報告する。 

剥離/塗り床/下地コ

ンクリート/打音/スペ

クトル分析/境界周波

数 

植村聡太/三

上貴正/坂井

映二 

東京工業大

学・総合資格

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1003/pp5-6/2002.8 

01-5 

291 

高周波超音波を用いた鋼材

裏面の粗度評価に関する基

礎的研究 

本研究は、鋼管構造のメンテナンスの一技術として、鋼管内面

の腐食による劣化度評価を目的とし、高い分解能を持つ高周

波超音波を用いた非破壊検査手法を確立するために行われ

る基礎的な実験研究である。本報では、第１ 段階として、人工

的な粗度を用い、エコーの情報と粗度が持つ凹凸の深さと波

長との関係を調べる。 

非破壊検査/高周波

超音波/裏面粗度 

山田大彦/藤

本勝成/植松 

康 

東北大学・福

島大学・東北

大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1004/pp7-8/2002.8 

06 
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292 

スーパースモールコアによる

コンクリート圧縮強度試験方

法について 

本実験では、φ１０ ㎜の超小径コアからφ１０ ×２０㎜のコア

（以下スーパースモールコア＜ＳＳＣ ＞とよぶ）を作製する。Ｓ

ＳＣ 強度測定を可能とするため、まず圧縮強度を検討するＳＳ

Ｃ の作製方法を以下の項目により検証し、ＳＳＣ 強度測定法

としての有効性を明らかにしたい。 

 ①強度の違いによる超小径コア採取方法の検証。 

 ②ＳＳＣ の端面処理による圧縮強度への影響。 

 ③ＳＳＣ の高さの違いによる圧縮強度への影響。 

以上を主な目的とし、水セメント比の違いによるＳＳＣ 強度と、

その試験誤差に及ぼす種々の影響要因について検討する。 

試験方法/圧縮試験/

非破壊試験/超小径コ

ア/管理検査/構造体

コンクリート 

古屋陽一/池

永博威/三上

藤美/太田資

朗 

千葉工業大

学・東邦アース

テック・日本工

営 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1303/pp639-640/2002.8 

02 

293 
小径コア供試体のひずみ計

測に関する一考察 

小径コア供試体でのひずみ計測、応力の評価方法に関する基

礎的実験の概要を述べる。 

小径コア/応力計測/

ひずみゲージ/ヤング

係数 

磯 健一/寺田

謙一/中込 昭

/千野嘉英/吉

田道夫/久保

倉拓 

日本国土開

発・銭高組・前

田建設工業・コ

ミヤマ工業・福

田組 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1304/pp641-642/2002.8 

02 

294 

高強度コンクリートに対応し

たテストハンマーの開発 

その１ 改良型テストハンマ

ーの効果 

高強度コンクリートにおける従来のテストハンマーによる反発

度とコア強度との関係を把握するとともに、先端金物の形状を

高強度コンクリート用に改良したテストハンマーの反発度の特

性について述べる。 

高強度コンクリート/

非破壊試験方法/反

発度法 

菅 一雅/岩渕

貴之/佐藤孝

一/上井 隆/

金森誠治/峰

村富夫 

熊谷組・富士

物産 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1305/pp643-644/2002.8 

02 

295 

高強度コンクリートに対応し

たテストハンマーの開発 

その２ 先端金物の形状によ

る効果 

テストハンマー先端部の先端金物形状がどのようにその反発

度や先端金物先端部のコンクリート接触面積に影響を及ぼす

かについて検討を行った。 

そのため、さらに先端金物形状を変化させ、どのようにテスト

ハンマーを改良すれば、高強度コンクリートをより精度よく評価

できるか検討。 

その結果、先端金物先端部のコンクリート接触面積が反発度

に影響する要因となることが確認された。 

高強度コンクリート/

非破壊試験方法/反

発度法 

岩渕貴之/菅 

一雅/佐藤孝

一/上井 隆/

金森誠治/峰

村富夫 

熊谷組・富士

物産 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1306/pp645-646/2002.8 

02 

296 
超音波によるコンクリート強

度推定の精度向上 

コンクリート強度を超音波速度法により推定するには、透過法

と表面法がある。透過法はセンサーではさみつけて測定する

が、表面法は同一面にセンサーを当てて測定する。ここでは主

として表面法による強度推定の精度向上に関する検討につい

て試験体を作製して行った。 

コンクリート強度推定

/超音波速度法/表面

法/測定精度 

源間敏雄/溝

口信夫 
東電工業 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1307/pp647-648/2002.8 

02 
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297 

巨視的探知理論を用いた超

音波法によるコンクリートの

内部探知 

その７ 探触子位置離散化移

動リアルタイム計測 

コンクリート構造物の場合、その材料的特性より、超音波がそ

の内部で散乱現象を生じ、大きな勢力の妨害波が生じ、リアル

タイムでの測定は不可能といっても過言ではなかった。巨視的

探知理論を拡充すれば、被探知体がいかなるものであろうとリ

アルタイムでの内部探知が可能となる。本研究は上記理論を

発展させることでコンクリート内部探知をリアルタイムに行うこ

とが出来る測定法について論じる。 

非破壊/超音波/巨視

的探知理論/コンクリ

ート/リアルタイム計

測 

植松恵一児玉

昌平/廣瀬正

行/中西三和/

安達 洋 

合人社計画研

究所・日本大

学・H&B システ

ム 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1308/pp649-650/2002.8 

01-6 

298 

巨視的探知理論を用いた超

音波法によるコンクリートの

内部探知 

その８ リアルタイム計測手

法を用いた埋設管探知 

埋設管の平面的位置及びかぶり厚を探知する計測手法 を提

案すると共に、埋設管の配置方向を確認し得る方法論につい

て論じた。しかし、以下の問題点を内包するものであった。 

第１ に、上記探知手法は電磁波等の探知装置を用いた探知

に比べ高精度ではあるが測定作業と解析結果の検討にある

程度時間を要すること、第 2 に、埋設管近傍での埋設管有無

探知は短時間で高精度に特定し難いことが挙げられる。本報

では、上記問題点を対処し、前報(その 7)で論じた新たな探知

手法及び探触子走査法を用い、埋設管からの反射波をリアル

タイムに視認・特定する事により設管等を探知できる手法につ

いて論ずる。 

非破壊/超音波/巨視

的探知理論/コンクリ

ート/リアルタイム計

測/埋設管 

児玉昌平/植

松恵一/廣瀬

正行/中西三

和/安藤 洋 

合人社計画研

究所・日本大

学・H&B システ

ム 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1309/pp651-652/2002.8 

05 

299 

超音波トモグラフィーを用い

た内部探査に関する数値解

析 

近年、コンクリート構造体で測定した超音波伝播速度につい

て、トモグラフィー法を適用して視覚的に内部状況を表現する

手法が開発されている 1) 。しかし、測定方法や解析方法が結

果に及ぼす影響について検討された事例はみられない。 

そこで、本研究では、構造体内部に 1 箇所の空洞が存在する

場合を対象として数値解析を行い、測定方法および解析方法

の影響について検討した。また、硬質ゴムを用いた実験的な検

証も併せて行った。 

超音波速度法/トモグ

ラフィー/内部探査/数

値解析/コンクリート/

構造体 

木村芳幹/谷

川恭雄/森 博

嗣/黒川善幸/

田口 岳 

新井組・名古

屋大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1310/pp653-654/2002.8 

07 

300 
超小径コアによる圧縮強度

試験方法について 

現在では、φ１００ ㎜コア試験法や反発度法などが広く採用さ

れているが、部分的な破壊や、補修も容易でなく課題とされる

事が多い。そこで本報では、φ10 ×20mm コア（以下超小径コ

ア）による圧縮強度試験の実用性と、強度結果に及ぼす寸法

効果・コア形状および骨材の分布状況による強度値への影響

について、２ 種のコンクリートおよびモルタル験体を作製し、

検証をおこなった。 

試験方法/圧縮試験/

非破壊試験/超小径コ

ア/骨材分布/構造体

コンクリート 

古屋陽一/池

永博威/太田

資郎 

千葉工業大

学・日本工営

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1354/pp707-708/2003.9 

02 
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301 

ドリル削孔法によるコンクリー

トの圧縮強度推定に関する

一検討 

構造体におけるコンクリートの圧縮強度は、コア採取によって

把握することが多いが、実部材からのコア採取は鉄筋と干渉

する可能性が高く、採取後の補修手間もかかる。一方、簡便な

評価手法（非破壊法や微破壊法）としては、シュミットハンマー

試験や小径コアによる強度推定法があるが、推定精度にやや

難があると言わざるを得ない 。そこで、コンクリートの圧縮強

度を簡便かつ高精度で推定する方法を構築すべく、ドリル削孔

法による検討を行った。 

ドリル削孔法/コンクリ

ート/圧縮強度/反力/

変位/力積 

太田達見 清水建設 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1355/pp709-710/2003.9 

02 

302 

電磁波レーダ法によるコンク

リート内部探査画像の改善

手法 

比較的広範囲の調査が容易に行える電磁波レーダ法によるコ

ンクリートの非破壊検査は、鉄筋や欠陥を視覚的に把握でき

るものの、その精度は充分ではない。 

筆者らは、物標識別の簡素化を目的として、既に有限時間領

域差分(FDTD)法[ 1,2] による探査画像シミュレーションを行っ

た[ 3] 。本報では、さらなる探査画像の改善について解析的

検討を行い、モデル試験体を用いた実験によって、その効果を

確認した。 

電磁波レーダ法/有限

時間領域差分法/前

後受信アンテナ/リン

ギング除去 

黒川善幸/谷

川恭雄/森 博

嗣/山口征邦

名古屋大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1395/pp789-790/2003.9 

05 

303 

巨視的探知理論を用いた超

音波法によるコンクリートの

内部探知 

その９ 鉄筋径探知手法の概

要 

鉄筋径探知手法の原理と鉄筋径探知を行った供試体の概要

および探知に際し事前に行ったコンクリートの音速測定結果に

ついて報告する。 

巨視的探知理論/非

破壊検査/超音波/コ

ンクリート/鉄筋径探

知 

中西三和/児

玉昌平/廣瀬

正行/安達 洋

日本大学・

H&B システム・

くみあい建設

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1396/pp791-792/2003.9 

05 

304 

巨視的探知理論を用いた超

音波法によるコンクリートの

内部探知 

その１０ 鉄筋径探知結果 

前報に示した鉄筋径探知手法を用いて、鉄筋径探知を行った

結果について報告する。 

巨視的探知理論/非

破壊検査/超音波/コ

ンクリート/鉄筋径探

知 

廣瀬正行/児

玉昌平/中西

三和/安達 洋

日本大学・

H&B システム・

くみあい建設

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1397/pp793-794/2003.9 

05 

305 

小径コアによる構造体コンク

リート強度の推定法に関する

研究 

その６ 軽量コンクリートへの

適用 

これまでに筆者らは、直径 20mm 程度の小径コアによる構造

体コンクリート強度推定法（小径コア法）を開発し、報告した

1) 。本報では､本手法の適用範囲を、従来の普通コンクリート

から軽量コンクリートに拡大することを目的として､構造体を模

擬した軽量コンクリート造の試験体から採取した小径コアとφ

100mm コアの圧縮強度試験を行い、小径コアによる構造体コ

ンクリートの強度推定式の検討を行った。 

小径コア/構造体コン

クリート/圧縮強度/軽

量コンクリート/推定

式/推定精度 

若林信太郎/

中込 昭/寺田

謙一/佐原晴

也 

銭高組・前田

建設工業・

TRD・日本国

土開発 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1398/pp795-796/2003.9 

02 
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306 

小径コアによる構造体コンク

リート強度の推定法に関する

研究 

その７ 高強度コンクリートへ

の適用 

小径コア法の適用範囲を実強度 60N/mm2 超の高強度コンク

リートへ拡大するため、構造体を模擬したブロック試験体から

小径コアおよびφ100mm コアを採取し圧縮強度試験を行い、

60N/mm2 超の高強度コンクリートにおけるφ100mm コア強

度（構造体コンクリート強度）と小径コア強度の関係を検討した

結果を述べる。 

小径コア/φ100mm コ

ア/高強度コンクリート

/圧縮強度/推定式/

構造体コンクリート強

度 

杉山英祐/寺

田謙一/山崎

裕一/佐原晴

也 

銭高組・前田

建設工業・

TRD・日本国

土開発 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1399/pp797-798/2003.9 

02 

307 

衝撃弾性波法によるコンクリ

ートの非破壊圧縮強度推定

法に関する研究 

コンクリートの構成材料が衝

撃弾性波速度に及ぼす影響 

強度推定の精度の向上および適用範囲の把握を目的とし、コ

ンクリートの構成材料が衝撃弾性波速度に及ぼす影響につい

て述べるものである。 

衝撃弾性波/非破壊

検査/コンクリート/弾

性波速度/圧縮強度/

品質管理 

立見栄司/中

田善久/河谷

史郎 

三井住友建

設・ものつくり

大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1408/pp815-816/2003.9 

02 

308 

超音波によるコンクリート強

度推定の精度向上 

その２ 表面法に使用するク

サビの設計 

コ ンクリート強度を超音波速度法により推定するには、透過

法と表面法がある。透過法はセンサーではさみつけて測定す

るが、表面法は同一面にセンサーを当てて測定する。また、表

面法では超音波の伝播方向を表面に沿う方向に向けるために

クサビを使用する場合が多い。ここでは表面法で使用するクサ

ビの設計に関する検討を行った。 

コンクリート強度推定

/超音波速度法/表面

法 

源間敏雄/溝

口信夫 
東電工業 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1410/pp819-820/2003.9 

02 

309 

構造体の表層部強度を推定

するための携帯用測定機器

の開発 

その２ 測定機器におけるビ

ットの性能 

定トルク、低圧力で被測定体を穿孔し、その穿孔速度から、被

測定体の強度を推定することを目的として、小型で携帯が可

能な試験機とその試験方法を開発している。試験機の穿孔能

力は、たとえ同一被測定体であっても、回転数、押付け力、ビ

ットの性能に左右されるため、これが一定であることが測定器

としての必要条件となる。本報では、その中でもビットの性能

（切れ味）についてとくに検討した。 

非破壊試験/携帯式/

穿孔式/強度推定/構

造体/ダイヤモンドビッ

ト 

長谷川哲也/

宝栄泰紀/長

谷川直司/三

島直生/畑中

重光/谷川恭

雄 

日本診断設

計・三重大学・

国土技術政策

総合研究所・

名古屋大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1411/pp821-822/2003.9 

02 

310 

構造体の表層部強度を推定

するための携帯用測定機器

の開発 

その３ れんがの強度特性と

検量線作成用試料の調整方

法 

同じ原料粘土を異なった温度で焼成することにより、異なった

強度のれんがを作成し、これらを供試体とした。 

ここで、同様な焼き物としてのタイルは、成形方法によって強

度の異方性があることが知られている。本研究では、れんがに

ついてこのような特性を、開発した試験機を使用することによ

って確認した。 

非破壊/携帯式/穿孔

式/強度測定/構造体

/れんが 

宝栄泰紀/長

谷川哲也/長

谷川直司/三

島直生/畑中

重光/谷川恭

雄 

日本診断設

計・三重大学・

国土技術政策

総合研究所・

名古屋大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1412/pp823-824/2003.9 

02 

311 

モルタルの表面色を考慮した

赤外線サーモグラフィ画像の

補正手法に関する基礎的研

究 

分光測色計を用いた表面色や汚れの定量的な把握を試み、そ

の中で、分光吸収率と日射吸収による表面温度の上昇には、

相関があることを明らかにした。本報では、欠陥部の検知精度

の向上を目的として、分光吸収率を用いて赤外線画像の補正

を試みた結果を報告する。 

色彩値/分光吸収率/

分光分布/XYZ 表色

系/モニタ RGB/等色

関数 

藤森 繁/谷川

恭雄/森 博嗣

/黒川善幸/青

木孝蔵/宮部

喬司 

名古屋大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1418/pp835-836/2003.9 

01-1 
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312 

赤外線画像に及ぼす測定面

の表面色および表面状態の

影響に関する実験的研究位 

表面色および表面状態が赤外線画像に及ぼす影響を、色彩

値を用いて定量的に把握することを目的として、実験的検討を

行った。 

非破壊試験法/赤外

線サーモグラフィ法/

欠陥検知/コンクリー

ト表面粗さ/色彩値 

宮部喬司/谷

川恭雄/森 博

嗣/黒川善幸/

藤森 繁 

名古屋大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1419/pp837-838/2003.9 

01-5 

313 
強制熱源を利用したサーモ

グラフィー法の推定精度 

強制加熱を利用した内部探査結果の信頼性向上を目的とし

て、強制加熱を利用したサーモグラフィー法による内部探査結

果に及ぼす加熱強さおよび横風の影響について、一連の実験

的検討を行った。 

コンクリート/非破壊

検査/内部探査/サー

モグラフィー法/強制

加熱/横風 

高倉真司/山

田和夫 
愛知工業大学

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1420/pp839-840/2003.9 

01-5 

314 

打音による合成樹脂仕上げ

材と下地コンクリートの剥離

の判定に関する検討 

（その４） 

前報では，実際の合成樹脂系仕上げ材(以下，単に「塗り床」と

記す)を対象とし剥離判定の可能性を検討した。本報では，剥

離の発生しやすい塗り床によく用いられる塗り床材を対象とし

て，打音法による剥離判定の有効性，および妥当な試験条

件，適用範囲に関し，実験的にさらに検証することを目的とし

た。 

塗り床材/剥離/打音/

判定/波形/スペクトル

植村聡太/三

上貴正/坂井

映二 

積水ハウス・

東京工業大

学・総合資格

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1421/pp841-842/2003.9 

01-5 

315 

打音による合成樹脂仕上げ

材と下地コンクリートの剥離

の判定に関する検討 

（その５） 

その4に引き続きその5では，塗り床材の剥離が音圧実効値と

フーリエスペクトルに及ぼす影響について考察し，打音法によ

る剥離判定の有効性，および妥当な試験条件，適用範囲に関

し，実験的に検証した過程，結果について述べる。 

塗り床材/剥離/打音/

判定/音圧実効値/ス

ペクトル 

三上貴正/植

村聡太/坂井

映二 

積水ハウス・

東京工業大

学・総合資格

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1422/pp843-844/2003.9 

01-5 

316 

超音波厚さ計を用いたウレタ

ン塗膜防水材の厚さ測定 

その１ 厚さ測定条件の検討 

超音波を用いたウレタン塗膜の厚さ測定方法の確立を指向し

ている。超音波による物質の傷や厚さを測定する方法は古くか

ら用いられているが、一般に液体から固体の状態へ変化する

ウレタン塗膜にとっては、測定時の諸条件により音波の伝播速

度が左右されると考えられる。 

本報ではその１ として、各種条件において超音波によるウレタ

ン塗膜の厚さ測定を行い、設定音速と厚さの関係について検

討する。 

ウレタン/防水/超音

波/厚さ/厚さ計/膜厚

管理 

小倉哲義/近

藤照夫/渡辺 

光/鈴木 博 

三井化学産

資・ものつくり

大学・レオン工

業 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1468/pp935-936/2003.9 

07 
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317 

超音波試験による溶融亜鉛

めっき鋼材の板厚測定に関

する基礎的研究 

溶融亜鉛めっき構造物のメンテナンスに関連して、板要素の厚

さ測定に超音波厚さ計が用いられているようである。その簡便

さと手が届かない部位での非破壊検査法であることから、当然

考えられることである。しかし、明らかに激しく腐食劣化し大き

な減肉を生じている場合はともかくとして、製品の厚さ測定や

残存めっき厚の評価など、より精度を要する場合の測定技術

としては、現状では、超音波厚さ計の使用はオーソライズされ

るに至っていない。 

本研究では、以上の観点から、超音波試験による溶融亜鉛め

っき鋼材の板厚測定の方法とその意味について、マイクロメー

ターや電磁膜厚計を用いた他の評価方法との比較を行い、考

察する。 

超音波試験/溶融亜

鉛めっき鋼材/板厚測

定/製品検査/メンテ

ナンス技術 

藤本勝成/植

松 康/山田大

彦 

福島大学・東

北大学 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1483/pp965-966/2003.9 

07 

318 

超音波による接着状態の非

破壊検査方法に関する実験

的研究 

型枠（以下ｽﾗｲﾄﾞ型枠）をｼﾞｬｯｷで上昇させながらｺﾝｸﾘ-ﾄを連

続的に打設し、塔状構造物を構築する工法にｽﾘｯﾌﾟﾌｫ-ﾑ工法

がある。当工法用のｽﾗｲﾄﾞ型枠の離型性を向上する目的で、ｼ

-ﾄ状の樹脂製表面材を鋼製型枠表面に接着剤で貼った「ﾊｲﾊﾟ

-ﾌｫ-ﾑ」を開発した 1),2) 。ｽﾗｲﾄﾞ型枠は工事中の交換が困難

である。そのため、表面材の接着不良品を未然に撤去する目

的で、製品の抜き取り検査による接着力試験を実施して品質

を管理している。しかし、接着力試験は破壊法であるため、簡

易な非破壊検査法の開発が望まれていた。本論では、超音波

で表面材の接着状態を推定評価する方法を提案し、実験的に

検証した結果について報告する。 

非破壊検査/接着剤/

超音波/接着不良/ス

リップフォーム工法/

スライド工法 

奧田章子/堀 

長生/川口 徹

/奧田幸男 

大林組 

日本建築学会大会学術講演

梗概集 

No.1485/pp969-970/2003.9 

01-6 
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319 

小径コアによる構造体コンク

リート強度の推定方法に関す

る研究 

その１ 小径コア供試体の圧

縮強度試験結果 

小径コアの圧縮強度と圧縮強度の試験誤差に及ぼす、骨材種

類、採取方法および成形方法の影響に関する実験室実験を行

い、構造体コンクリート強度の推定方法としての有効性を検討

した、基礎実験の結果についてまとめたものである。 

小径コア/構造体コン

クリート/圧縮強度試

験/異常値/破壊形状

若林信太郎/

谷川恭雄/中

込 昭/佐原晴

也/寺田謙一

銭高組・名古

屋大学・前田

建設工業・日

本国土開発 

日本建築学会構造系論文集,

第 555 号,1-8,2002.5 
02 

320 

電磁レーダ法によるコンクリ

ートの内部探査に関する有

限時間領域差分法解析 

測定機器の改良および設計のための基礎資料を得ることを目

的として、有限時間領域差分（FDTD）方を用いて電磁波解析

を行い、この数値解析により得られる画像を実験結果と比較し

て、解析手法の妥当性を検討するとともに、コンクリート中の鉄

筋に対応する反射電磁波の解析画像について検討し、振幅の

大きなリンギングを除去して鉄筋を容易に判断する方法を提

案する。また、コンクリート各材齢における鉄筋の埋設深さの

測定精度を実験的に調べる。 

コンクリート/非破壊

探査/電磁波レーダ法

/電磁界解析/有限時

間領域差分法 

西尾壮平/谷

川恭雄/森 博

嗣/黒川善幸

名古屋大学 
日本建築学会構造系論文集,

第 557 号,29-36,2002.7 
01-6 

321 

デジタルカメラによるコンピュ

ータ画像計測法に関する研

究 

アルミ棒積層体を用いた模型

実験の計測システム 

画像計測法を提案することを目的として行ったものである。本

論文の構成は、まず本手法の概要について述べ、標点を精度

良く認識するための標点径のの設定方法について述べる。次

ぎに多くの標点を誤認なく追跡するための方法を検討し、安定

した画像計測結果を得るための撮影方法と計測精度について

述べる。最後に、本手法の計測手順と、３本並列壁式群杭の

鉛直載荷試験における計測例を示し、本手法の有効性を検討

する。 

デジタルカメラ/画像

計測/アルミ棒積層体

/地盤挙動 

佐藤秀人/国

府田誠/田村

昌仁/刑部 徹

/和田昇三/酒

井茂賀/熊田

哲規 

日本大学・建

築研究所・足

利工業大学・

川鉄商事・ヒロ

セ 

日本建築学会構造系論文集,

第 565 号,95-101,2003.3 
09 
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1 

NDT Methods for the 

inspection of highway 

structures 

BMS, 高速道路,非破壊検査 
Joachim Naumann, Peter 

Haardt 

Federal Ministry of 

Transport, Building and 

Housing, Bonn (GER); 

Federal Highway Research 

Institute, Bergisch Gladbach 

(GER)  

Germany 1 - 5 3 

2 

Recent Developments in 

Civil Engineering NDT in the 

UK 

英国（UK）,研究開発支援,普及活

動,研究開発事例,適用事例 
John Bubgey 

University of Liverpool, 

Liverpool (UK)  
England 1 - - - 

3 

Improvement and 

Application of NDT Methods 

in Civil Engineering in the 

Frame of a Collaborative 

Research Project funded by 

the German Research 

Society 

- H.-W. Reinhardt, C.U. Grosse
University of Stuttgart 

(GER)  
Germany - - - - 

4 

Electrical conductivity 

measurements to 

characterize the setting  

and hardening of mortars 

モルタル,電気伝導度,遅延

剤,Vicat-試験,モルタル密度,電気

伝導度の変化 

Wolfgang Brameshuber, 

Tanja Brockmann 

University of Stuttgart 

(GER)  
Germany 3 29 1 32 

5 

Relationship between 

porosity, permeability and 

ultrasonic parameters in 

soundand damaged mortar 

モルタル,空隙率,透水性,超音速パ

ラメータ,パルス速度,相速度,減衰,

損傷モルタル 

Marc Goueygou, Zoubeir 

Lafhaj, Mariusz Kaczmared 

Institute of Environmental 

Mechanics, Bydgoszcz 

University (Poland)  

Poland 3 1,2 1 8,23 

6 

Identification of Reinforced 

in Concrete by 

Electro-Magnetic Methods 

補強,電磁法,レーダー法,試験基準

H. Hamasaki, T. Uomoto, M. 

Ohtsu, H. Ikenaga, H. 

Tanano, K. Kishi, 

A.Yoshimura 

Kumamoto University, 

Kumamoto (J); University of 

Tokyo (J); Chiba Institute of 

Technology, Chiba (J); 

Building Research Institute,

Japan 2 12,5 34 9,19 

7 
Elastic Properties of 

Reactive Powder Concrete 

反作用粉末コンクリート,弾性特性,

超音波速度,不等方性,非破壊試

験,直交異方性弾性特性,せん断係

数,ヤング係数,ポアソン比 

Glenn Washer, Paul Fuchs, 

Benjamin Graybeal 

Federal Highway 

Administration, McLean, VA 

(USA); Fuchs Consulting, 

Inc., McLean, VA (USA); 

PSI, Inc., McLean, VA (USA) 

USA 3 1 1 27 
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8 

The use of 

laser-interferometry (ESPI) 

in analysisof reinforced 

concrete structures 

レーザー干渉法,マイクロ・クラック,

マクロ・クラック,初期クラック応力

再分布,有限要素法 

Josef, Hegger, Stephan, 

Görtz, Zerna, Jörg, Niewels

University of Technology, 

Aachen, Germany 
Germany 3 16 8 2 

9 

Analysis of the crack 

characteristics under shear 

load of reinforced concrete 

structures by using 

photogrammetry 

- 
J. Hegger, S. Görtz, F. 

Häusler 

IMB, RWTH Aachen (GER); 

**Zerna, Köpper & Partner 

Ingenieurgesellschaft für 

Bautechik, Bochum (GER) 

Germany 22 - - - 

10 

Strain Analysis of solid 

wood and glued laminated 

timber constructions by 

close range 

photogrammetry 

- 
B. Franke, S. Hujer, K. 

Rautenstrauch 

Bauhaus-University Weimar 

(GER)  
Germany 22 - - - 

11 

Laser-induced breakdown 

spectroscopy for on-site 

determination of chloride in 

concrete 

- 
G. Wilsch, D. Schaurich, F. 

Weritz, H. Wiggenhauser 
BAM Berlin (GER)  Germany 22 - - - 

12 

Data for inspection 

concrete using non-contact 

sensors 

コンクリートスラブ,ひび割れの検

出,非接触センサ,表面波,漏洩波音

速,減衰量 

John S. Popovics, Jinying 

Zhu 

The University of Illinois, 

Urbana IL USA 
USA 2 3 6 2 

13 

Nondestructive Evaluation 

of Prestressed Concrete 

Bridges using Impulse 

Response 

内部欠陥検出,インパルスレスポン

ス法,橋梁,プレストレス・ハロウコア

ボックス桁,ポストテンション・ボック

ス桁 

Allen G. Davis, Claus 

Germann Petersen 

Construction Technology 

Laboratories, Inc., Skokie, 

Illinois, USA 

; Germann Instruments A/S, 

Copenhagen Denmark  

USA 4 3 5,10,29 3 

14 

The application of laser 

techniques in the 

non-contacting excitation 

and recording of sound 

waves 

レーザ超音波法,非接触非破壊試

験,建物の損傷調査,YAG レーザ,

走査型レーザ振動計 

Dr.-Ing. W. Erfurt, Prof. 

Dr.-Ing. habil. J. Stark, F. A. 

Finger, Dipl.-Phys. W. Köhler

Bauhaus-Universität 

Weimar, Baustoffkunde, 

Weimar (GER)  

Germany 2 1 7 8 
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15 

Estimation of Concrete 

Properties by Elastic-Wave 

Method 

損傷評価,規格,超音波法,AE 法,圧

縮強度,ひび割れ深さ,ひび割れの

監視 

M. Ohtsu, T. Yoshiara, M. 

Uchida, H. Saeki, S. Iwata 

Kumamoto University, 

Kumamoto (J); 

Nondestructive Inspection 

Co. Ltd. (J); Taiheiyo 

Cement Corp. Ltd. (J); 

Federation of Construction 

Materials Industries (J)  

Japan 4 1,2 6 2,4 

16 

Nonlinear nondestructive 

methods of evaluating 

strength of concrete 

nonlinear parameter , concrete 

strength , nondestructive test , 

phase shift 

. Shkolnik, H. Aktan, R. Birgul

Wayne State University, 

Detroit, MI (USA);    

Mugla University, Mugla 

(Turkey)  

USA 3 36 1 4,27 

17 

Permeability of Concrete: A 

Study intended for the "In 

Situ" Valuation Using 

Portable Instruments and 

Traditional Techniques 

permeability, ultrasound, concrete, 

durability 

Abdias Magalhães Gomes, 

Juliana Oliveira Costa, 

Horácio Albertini, José 

Eduardo Aguiar 

Universidade Federal de 

Minas Gerais, Brazil;Belo 

Horizonte (Brazil); Msc. 

Politechnico di Milano 

(Italy);Civil Engineer (Brazil) 

Brazil 2 35 1 1,30 

18 

Nondestructive Monitoring 

of Setting and Hardening of 

Portland Cement Mortar 

with Sonic Methods 

wave reflection method, reflection 

less, compressive strength, 

dynamic shear modulus, degree of 

hydration 

T. Voigt, S.P. Shah 
Northwestern University, 

Evanston, IL (USA)  
USA 2,3 1,37 1 4 

19 

Dielectric Relaxation 

Spectroscopy to Investigate 

Structured Water in Mortar 

誘電緩和,広帯域誘電測量,C-S-H

ゲル,構造化水（Structured 

Water）,モルタル,非破壊試験 

M. Asano, N. Miura, S. Sudo, 

Y. Hayashi, N. Shinyashiki, S. 

Yagihara,M. Shiotsubo, Y. 

Kato, T. Uomoto, M. Arino, T. 

Tokunaga, K. Noto, S. Tsuda, 

and W. Kimura 

Department of Physics, 

School of Science, Tokai 

University; Tokyo 

Development Society for 

Non-Destructive Testing in 

Road Structures 

Japan 3 
広帯域誘

電分光学
1 1 

20 

Location of Reinforcement 

in Structures by Different 

Methods of 

Gamma-Radiographic 

放射線,コバルト６０,ｺﾝｸﾘｰﾄ,鉄筋,

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 

B. Redmer, F. Weise,U. 

Ewert, A.Likhatchev    

BAM Berlin (GER),   

Institute of Theoretical and 

Applied Mechanics of 

Russian Academy of 

Sciences (RUS)  

Germany 4 9 5,7 3 
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21 

Use of the MegascanTM 

Imaging Process in 

Inspection Systems for 

Post-Tensioned Bridges 

and other Major Structures 

放射線透過試験,ＰＣグラウト充填

検査,コンクリート内部検査デジタ

ル画像 

Kevin Brown,John St Leger 

Material Measurements Ltd, 

Reigate, Surrey, RH2 9RS, 

UK 

Atkins Highways and 

Transportation, Cambridge, 

CB3 0NA, UK  

ABSTRACT 

England 3 9 5 3 

22 

Nondestructive Evaluation 

of Embedded Structures in 

Concrete: Modeling and 

Imaging 

マイクロ波,鋼材,シュミレーション,

アルゴリズム 

K. Mayer, A. Zimmer, K.J. 

Langenberg, C. Kohl, C. 

Maierhofer 

University of Kassel (GER); 

BAM Berlin (GER)  
Germany 2 30 9 9 

23 

3D-Visualisation of 

NDT-Data using Data 

Fusion Technique 

pulse-echo methods, Ultrasonic, 

Radar, data fusion,SAFT, 3 

dimensional data cube 

C. Kohl, M. Krause, C. 

Maierhofer, K. Mayer, J. 

Wöstmann, H. Wiggenhauser

University of Kassel, Kassel, 

Germany  
Germany 3 1,5 1 9,10 

24 

Crosshole Sonic Logging 

and Velocity Tomography 

Imaging of Drilled Shaft 

Foundation 

クロスホール式音速検層, 速度断

層写真画像 

David A. Hollema, Larry D. 

Olson    

Olson Engineering, Inc., 

Wheat Ridge, Colorado, 

USA 

USA 3 1,2,20, 48 7,21,34 1,3 

25 

Optimizing Opening of PCC 

Pavements Using Integrated 

Seismic Lab and Field Tests 

応力波,地震,成熟,品質保証,品質

管理,コンクリート,強度 

Deren Yuan, Soheil Nazarian 

and Nenad Gucunski 

University of Texas at El 

Paso, TX (USA); Rutgers 

University, Piscataway, NJ 

(USA)  

USA 4 36 11 4 

26 

Concept for a reference pile 

testing site for the 

development and 

improvement of NDT-CE 

土壌検査,レーダー,スラブ 
Ernst Niederleithinger, 

Alexander Taffe 

Federal Institute for 

Materials Research (BAM), 

Berlin, Germany  

Germany 1 5 6 32 

27 

Ultrasonic Cross Hole 

Testing of Deep 

Foundations - 3D imaging 

超音波 
Yury Volkovoy , Richard 

Stain 

Testconsult Ltd., 

Warrington (UK)  
England 2 1 24 2 

28 

Utilization of NDI to Inspect 

Internal Defects in 

Reinforced Concrete 

Structures 

- T. Uomoto University of Tokyo (J)  Japan - - - - 
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29 

Computer Simulation of 

Ultrasonic Non-Destructive 

Testing of Concrete using 

the Elastodynamic Finite 

Integration Technique 

(EFIT) 

- 
R. Marklein, K. Mayer, P. 

Ampha, K.J.  

Langenberg University of 

Kassel (GER)  
Germany 1 - - - 

30 

Non Destructive 

Assessment of Damaged 

Reinforced Concrete 

Structures: From Needs to 

Answers. A National State 

of the Art 

- D. Breysse, O. Abraham 

Université de Bordeaux, 

Talence Cedex (F); L.C.P.C., 

Bouguenais (F)  

France - - - - 

31 

Using Conductivity to 

Determine the Location of 

Moisture in a Masonry Arch 

Bridge 

Dr M Clark, Prof M Forde Dr M Clark, Prof M Forde  

TRL, Crowthorne, England

; University of Edinburgh, 

Edinburgh, Scotland  

England 4 29 5 32 

32 

Non destructive evaluation 

of concrete moisture by 

GPR technique: 

experimental study and 

direct modelling 

GPR システム,コンクリート飽和度,

誘電率,レーダー波振幅,複合屈折

率モデル 

S.Laurens  J.P.Balayssac  

J.Rhaz  G.Klysz  G.Arliguie

Toulouse Cedex (F); 

Sherbrooke University, 

Sherbrooke (CAN)  

France 3 5 6 16 

33 

On-line Monitoring of Water 

Amount in Fresh Concrete 

by Radioactive-Wave 

Method 

単位水量,RI 水分計,γ 線密度計, 

連続測定,遠隔測定,測定精度 

T. Kemi, M. Arai, S. Enomoto, 

K. Suzuki, Y. Kumahara,  

Monotsukuri University, 

General Building Research 

Corporation of Japan, 

National Union of 

Transporting Pressurized 

Concrete, National 

Federation Ready-Mixed 

Concrete Industrial 

Associations, Soil and Rock 

Engineering Co. Ltd 

Japan 4 RI 14 16 
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34 

A Novel Combination of 

NDT-methods for 

Assessment of Moisture 

Conditions in Structural 

Members - a Case Study of 

the Berlin Zeughaus 

マイクロ波,レンガ F.Weise, D.Schaurich BAM Berlin (GER)  Germany 4 30 7 8 

35 

Monitoring of concrete 

structures on ASR: a 

"smart structure" project 

expansion 

ASR,橋デッキ,湿度,膨張,賢い構

造,モニタリング 
Jaap Bakker, Frits Postema

Ministry of Transport, 

Public Works and Water 

Management, Utrecht, The 

Netherlands  

Summary 

Holland 1 
温室、膨張

測定 
5 25 

36 

The Use of Acoustic 

Monitoring to Manage 

Concrete Structures 

- 
Peter O. Paulson, Marcel de 

Wit 

Pure Technologies Ltd; 

Advitam, Vilvoorde (B)  
Belgium - - - - 

37 

The experimental research 

on the health monitoring of 

the concrete structures 

using optical fiber sensor 

光ファイバー,負荷,モニタリング,

岸,AFRP 
F.Katsuki, T.Yajima 

Shibaura Institute of 

Technology, Minato-ku, 

Tokyo (J)  

Japan 2 17 1 2 

38 

Technology for Quality 

Assurance of New 

Pavement Thickness 

- 

Kenneth R. Maser, T. Joseph 

Holland, Roger Roberts, 

John Popovics 

Infrasense, Arlington , MA 

(USA);California DOT, 

Sacramento, CA (USA); 

Geophysical Survey 

Systems, North Salem, NH 

(USA);The University of 

Illinois, Urbana, IL (USA)  

USA - - - - 

39 

Geometrical Effects on 

Impact-Echo Testing of 

Finite Concrete Specimens 

インパクトエコースキャンニング,B-

スキャニング,ＰＣダクト 

Frank Schubert, Regine 

Lausch, Herbert 

Wiggenhauser 

Fraunhofer IZFP-EADQ, 

Dresden (GER);BAM Berlin 

(GER)  

Germany 3 21 29 22 

40 

Impact Acoustic Methods 

for defect evaluation in 

concrete 

Impact Acoustics Methods, 

frequency distribution, FEM 

analysis, flexural resonance 

Masanori Asano, Toshiro 

Kamada, Minoru Kunieda, 

Keitetsu RokugoIchiro 

Kodama 

Gifu University, Gifu (J); 

Showa Concrete Industry 

Co. Ltd., Gifu (J)  

Japan 1 21 1 5 
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41 

Impact Echo Scanning 

Technology for Internal 

Grout Condition Evaluation 

in Post-Tensioned Bridge 

Ducts 

インパクトエコー,スキャニング,グラ

ウト充填状況,鋼製ダクト,プラスチ

ックダクト 

Yajai Tinkey, Larry D.Olson, 

R. Bedon, C. Lieberle 

Olson Engineering, Wheat 

Ridge, Colorado (USA); 

DYWIDAG-System 

International (GER)  

USA 3 21 5 1 

42 

Impact-echo: New 

developments regarding 

Hardware and Software 

- 
M. Motz, M. Krüger, C.U. 

Große, P. Haller, R. Beutel 

develogic, Gerlingen (GER); 

University of Stuttgart 

(GER)  

Germany 3 - - - 

43 

Contribution of coupling 

non-destructive methods 

for the diagnosis of 

concrete structures 

超音波法,レーダー法,弾性波法,電

気抵抗法,実橋調査,供試体試験,

塩化物,中性化,曲げひび割れ,凍

結融解 

François Buyle-Bodin，

Abdelkrim Ammouche，

Jean-Luc Garciaz 

University of Lille, 

Villeneuve Ascq  (F); 

LERM, Arles Cedex (F)  

France 1,3,4 1,5,13,19 1,5 2,7,11,15,16,30,33 

44 

Development of Inspection 

Software for Deteriorated 

Concrete Structures 

劣化したコンクリート構造物の検

査ソフトウェア,目視点検,診断,デー

タベース 

H.KANADA，

H.YAMASHITA，T.SHIMIZU，

T.UOMOTO 

The University of Tokyo (J); 

Hazama Corporation (J); 

CTI Engineering Co., Ltd. 

(J)  

Japan 2,4 46 5 1,8 

45 

Analysis and assessment of 

deteriorating concrete 

bridges using fuzzy set 

theory 

ファジー理論,エキスパートシステ

ム,損傷評価,損傷メカニズム,寿命

予測 

Theda Lücken，Friedhelm 

Stangenberg 

Ruhr-Universität Bochum 

(GER)  
Germany 2,4 - 5 7,15 

46 

A microwave interferometer 

with imaging capability for 

remote measurements of 

building displacements 

マイクロ波,干渉レーダー,合成スリ

ット,リモートセンシング,変位マップ

Massimiliano.Pieraccini，

Guido Luzi，

Daniele.Mecatti，

Matteo.Fratini，Linhsia 

Noferini，Carlo Atzeni 

University of Florence 

(Italy), **Enel-Hydro S.p.A., 

Seriate (Italy)  

Italy 2,4 30 7 14,24 

47 

GPM-Portable Equipment 

for Determination of 

Corrosion Stage of 

Concrete Structures - 

Laboratory and On-Site 

Experiences 

Galvanostatic Pulse, Portable 

Equipment, Corrosion Risk, 

Chloride Induced Corrosion, 

Reinforced and Pre-stressed 

Concrete Structures 

Ralph Bäßler and Andreas 

Burkert, Thomas Frølund 

BAM Berlin (GER); 

**Germann Instruments, 

Copenhagen (DK)  

Germany 2 15,13 1,13 7 
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48 

Electrochemical Corrosion 

Rate Measurement Using 

Modulated Confinement of 

the Current. Calibration of 

this Method by Gravimetrics 

Losses 

corrosion, corrosion rate, 

modurated confinement of the 

current method(MCC), weight loss

Carmen Andrade, Isabel 

Martínez 

Instituto Eduardo Torroja 

De Ciencias De La 

Construcción. Madrid. Spain

Spain 2 15 1 7 

49 

The ec-pen in quality 

control: Determining the 

corrosion resistance of 

stainless steel on-site 

ステンレス,腐食,非破壊検査,電位

測定,飽和カロメロ電位（SCE）,現

場測定 

M.Buchler, 

C.-H.Voute,D.Bindschedler, 

F.Stalder 

Swiss Society for Corrosion 

Protection (SGK), Zurich 

(Switzerland)  

Switzerland 2 7 - 7 

50 

A multi-dipole mobile array 

for the non-destructive 

evaluation of pavement and 

concrete infrastructures: a 

feasability study 

- 
M. Chouteau, S. Vallières, E. 

Toe 

Ecole 

Polytechnique-CERCA, 

Montreal (CAN), Ecole 

Polytechnique, Montreal 

(CAN)  

Canada - - - - 

51 

Ultrasonic imaging of 

concrete elements: State of 

the art using 2D synthetic 

aperture 

超音波画像,二次元合成開口,レー

ザドップラ振動計,蜂の巣,締め固

め欠陥,クラック特性,圧力波,せん

断波,緊張材ダクト 

Martin Krause, Frank 

Mielentz, Boris Milmann, 

Doreen Streicher 

BAM Berlin (GER); 

**Fraunhofer IZFP, 

Saarbrücken (GER)  

Germany 3 1 1,34 2,3,28 

52 

Assessment of deteriorated 

concrete cover by high 

frequency ultrasonic waves 

高周波数超音波,コンクリート被服,

現場実験 

A.FININE、BUYLE-BODIN、

M.GOUEYGOU、

B.PIWAKOWSKI 

LML, University of Lille, 

Villeneuve d´Ascq (F); 

**Ecole Centrale de Lille, 

Villeneuve d´Ascq (F)  

England 2 1 2 8 

53 

Study of phased array 

techniques for cracks 

characterization in concrete 

structures 

発電プラント,超音波,クラック形状 O. Paris, J.M. Rambach 

Commissariat à l´Energie 

Atomique, Saclay (F); 

Institut de Radioprotection 

et de Sureté Nucleáire (F) 

France 2 1 32 5 

54 
Non-Contact Ultrasonic 

Interrogation of Concrete 

コンクリート, 非破壊検査, 超音

波, 空気結合, 非接触結合,合成

開口焦点技術 

James Berriman, T.H.Gan, 

D.A.Hutchins, P.Purnell 

University of Warwick, 

Coventry (UK)  
England 3 1 1 1 

55 

Bridge Diagnostics by Field 

Testing (Verification of 

Girder Distribution Factors 

and Dynamic Load Factors) 

構造条件,評価

式,AASHTO-2002,ASSHTO 

LRFD-1998,GDF 

Junsik Eom and Andrzej S. 

Nowak 

University of Michigan, Ann 

Arbor, MI (USA)  
USA 4 31 5 4 
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56 

The Life-Time Load History 

of a Concrete Structure - 

Determined by Ultrasound 

Reflection Technique 

超音波,反射法,荷重履歴,履歴評

価 
Otto Kroggel 

Technical University 

Darmstadt (GER)  
Germany 3 1 9,10 2 

57 

Non destructive health 

evaluation of concrete 

bridge decks by GPR and 

half cell potential 

techniques 

地中レーダ（電磁波レーダ）,自然

電位,はく離,腐食度評価パラメータ

J. Rhazi, O. Dous, G. Ballivy, 

S . Laurens, J.-P. Balayssac

Université de Sherbrooke 

(CAN); **LMDC, INSA, 

Toulouse (F)  

Canada 3 

5,HCP   

*HCP is 

Half Cell 

Ptentioal

5 3,7 

58 

NDT used in the 

Netherlands - From a 

principal point of view 

自然電位,ASR,コンクリート強度,測

定装置 
F.J. Postema, A. van Beek 

Ministry of Transport, 

Public Works and Water 

Management, Utrecht (NL) 

HOLLAND??? 2 HCP,12,29 5 7,20 

59 

Sensitivity to crack 

parameters of two non 

destructive techniques: 

Electrical resistivity 

measurements and acoustic 

methods 

- 
J.-F. Lataste, O. Abraham, 

D. Breysse, C. Sirieix 

Université de Bordeaux, 

Talence cedex (F)  
France - - - - 

60 

Spectral Induced 

Polarization - a tool for 

non-destructive testing of 

soils and building materials 

- 
B. Wolter, F. Kohl, N. 

Surkova, G. Dobmann 
BAM Berlin (GER)  Germany - - - - 

61 
Practical Applications of 

NMR in Civil Engineering 
- 

B. Wolter, F. Kohl, N. 

Surkova, G. Dobmann 

Fraunhofer IZFP, 

Saarbrücken (GER)  
Germany - - - - 

62 
Progress in Ultrasonic 

SAFT-Imaging of Concrete 
- M. Schickert 

MFPA, Bauhaus-University 

Weimar (GER) 
Germany 1       

63 

Recent Progress in 

Scanning Laser Detection 

of Pulse-Echo Ultrasound in 

Concrete 

- B. Köhler 
Fraunhofer IZFP-EADQ, 

Dresden  
Germany 16       

64 

Propagation of Ultrasound 

in Concrete - Spatial 

Distribution and 

Development of the Young ｴ

s Modulus 

- 

Dipl.-Ing. Turgay Öztürk, Dr. 

rer. nar Otto Kroggel, Prof. 

Dr.-Ing. Peter Grübl   

Darmstadt University of 

Technology, Darmstadt, 

Germany 

Germany         
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65 

Ultrasonic Low-Frequency 

Short-Pulse Transducers 

with Dry Point Contact. 

Development and 

Application 

- 

Victor G. Shevaldykin, 

Andrey A. Samokrutov, 

Vladimir N. Kozlov 

"Acoustic Control 

Systems" Ltd., Association 

"SPECTR-GRUPP", 

Moscow, Russia  

Russia          

66                   

67 

NDT at the Technical 

University of Berlin for 

Complex Problem orientated 

Assessment of Structures 

鉄筋腐食,コンクリートの孔隙率,中

性化,かぶり,プラスターの剥が

れ,PC 鋼材の破断,レーザ振動計

Bern Hillemeier, Horst 

Scheel 

Technische Universität 

Berlin, Institut für 

Bauingenieurwesen, 

Fachgebiet Baustoffe und 

Baustoffprüfung, Germany

 Germany 3 3,5,21 7,33 1,3,19 

68 

Non-destructive testing 

methods at BAM for 

damage assessment and 

quality assurance in civil 

engineering 

超音波,インパクトエコー,電磁波レ

ーダ,赤外線サーモグラフィー,歴史

的建造物 

Christiane Maierhofer, 

Martin Krause, Ernst 

Niederleithinger,Herbert 

Wiggenhauser 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin, 

Germany 

 Germany 3 1,3,4,5 5,6,10 1,3 

69 

Experimental Safety 

Evaluation of Concrete and 

Masonry Bridges 

載荷試験,載荷車両,コンクリート橋,

石橋,性能評価 

Marc Gutermann, Volker 

Slowik, Klaus Steffens 

Hochschule Bremen, 

Bremen, Germany, HTWK 

Leipzig, Leipzig, Germany 

 Germany 2 - 5 4 

70 

Onsiteformasonry - A 

European Research Project: 

On-site investigation 

techniques for the 

structural evaluation of 

historic masonry 

- 
Christiane Maierhofer, Astrid 

Ziebolz, Christian Köpp 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin, 

Germany  

 Germany - - - - 

71 

New tomographic 

techniques (micro-seismical 

and geoelectrical) for the 

non-destructive testing on 

masonry structures 

- 

M.Marchisio, L.D'Onofrio, 

A.De Falco, L.Frediani, 

F.Guidoni 

Dipartimento di Ingegneria 

Civile - Università di Pisa - 

Italy 

Italy 48 - - - 

72 

Use of Sonic Tomography 

for the Diagnosis and the 

Control of Intervention in 

Historic Masonry Buildings 

- 

Francesca da Porto, Maria 

Rosa Valluzzi, Claudio 

Modena 

Dept. of Construction and 

Transportation Engineering

University of Padova (Italy) 

Abstract 

Italy 48 - - - 
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73 

Acquisition and processing 

requirements for high 

quality 3D reconstructions 

from GPR investigations 

- 
Maurizio Lualdi, Luigi Zanzi, 

Luigia Binda 
Politecnico di Milano, Italy Italy - - - - 

74 

Mechanical Behaviour of 

Brickwork Masonry Under 

Tensile/Shear Loading 

- 
J.C. Gálvez, E. Reyes, M.J. 

Casati and B.S. Tork 

E.T.S. Ingenieros de 

Caminos, Universidad 

Castilla La Mancha 

Spain - - - - 

75 

Non-destructive-testing of 

traffic-infrastructure using 

GPR 

GPR, traffic-infrastructure, 

non-destructive-testing 
J.Hungenschmidt 

EMPA, Swiss Federal 

Laboratories for Materials 

Testing and Research 

Ueberlandstrasse 129 

8600 Duebendorf, 

Switzerland 

Switzerland 4 5 3,5 3 

76 
Development of an Utility 

Finding Impulse Radar 
- 

Thomas Kind, Ingo Krause, 

Christiane Maierhofer 

Federal Institute for 

Materials Research (BAM), 

Berlin, Germany  

 Germany 3 5 23 22 

77 

Non-invasive ground 

penetrating radar in the 

NDT of the foundations of 

the Cathedral of the 

Blessed Sacrament, 

Christchurch, New Zealand 

ground penetrating radar, 

subsurface imaging, non-invasive 

mapping, foundations 

David C Nobes, Timothy J 

Sikma 

Dept of Geological 

Sciences, University of 

Canterbury, Christchurch, 

New Zealand,          

Lincoln Environmental, 

Lincoln, Christchurch 8152, 

New Zealand  

New Zealand 4 5 7 24 

78 

Determination of dielectric 

properties of insitu 

concrete at radar 

frequencies 

- 
J Davis, SG Millard, Y 

Huang, JH Bungey 

Department of Electrical 

Engineering & Electronics, 

University of Liverpool, UK

England 3 5 6 32 

79 

A High Frequency 

Penetrating Radar for 

Masonry Investigation 

- 

Daniele Mecatti, 

Massimiliano Pieraccini, 

Guido Luzi, Linhsia 

Noferini,Carlo Atzeni 

    4 5 36 5 

80 

Investigation of concrete 

structures with Pulse Phase 

Thermography 

pulse phase thermography, 

impulse thermography, voids, voids 

behind tiles, phase image 

F. Weritz, G. Wedler, A. 

Brink, M. Röllig, C. 

Maierhofer, H. Wiggenhauser

    3 4 1 3,5,6 
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81 

Association of 

Infrared-thermography and 

thermal impedance applied 

to the detection of empty 

spaces under concrete 

slabs 

infra-red thermography, thermal 

impedance, empty spaces under 

concrete slab 

OSTROWSKI Christopher, 

ANTCZAK Emmanuel, 

DEFER Didier, DUTHOIT 

Bruno 

    3 4 6 5 

82 

Application of 

Thermography and 

Ultra-Sounds for Wall 

Anomalies Diagnosis - A 

Laboratory Research Study 

thermography, ultra-sound, wall, 

anomalies diagnosis, moisture, 

detachments 

CARLOS PINA SANTOS, 

LUIS MATIAS, ANA 

CRISTIAN MAGALHÃES, 

MARIA ROSARIO VEIGA 

    3 1,4 1,36 6,16 

83 

Passive Infrared 

Thermography as Inspection 

and Observation Tool in 

Bridge and Road 

Construction 

thermal map, passive infrared 

( IR ) thermography, bridge and 

road pavement, discontinuity, heat 

flux 

Marcello Stimolo, EMPA 

Dübendorf 
    2 4 5,11 3,5,6 

84 

Infrared Thermography 

Assessment of Masonry 

Arch Bridges Laboratory 

and Field Case Studies 

infrared thermography, masonry 

arch bridge, moisture 
DrMClark, Prof M C Forde     3,4 4 5 16 

85 

Non-Destructive Evaluation 

of FRP-Confined Concrete 

Using Microwaves 

非破壊評価,マイクロ波,FRP 巻立

てコンクリート,APS-CW (the 

Automatic Progressive Stepping – 

Converging Wave) 

Oral Buyukozturk, Joonsang 

Park, and Ching Au 

Department of Civil and 

Environmental Engineering, 

Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MA, 

02139, USA 

USA 2 20,30 1 3,5 

86 

Process development for 

the quality assurance of 

concrete-embedded tracks 

using non-destructive 

testing methods 

コンクリート製軌道,非破壊検査,衝

撃弾性波法,超音波法,レーダ法 

A. Gardei, K. Mittag, H. 

Wiggenhauser 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin, 

GermanyB. Ripke, M. 

JovanovicDeutsche Bahn 

AG, Systemtechnik 

(TZF64), München, 

Germany 

Germany 4 1,3,5 25 3,5,6 
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87 

New developments in 

quality control of concrete 

using ultrasound 

フレッシュコンクリート,硬化コンクリ

ート,超音波,衝撃波速度,伝達信号,

周波数成分,相対的エネルギー 

Christian U. Grosse, 

Hans-Wolf Reinhardt 

University of Stuttgart, 

Institute of Construction 

Materials Pfaffenwaldring 4, 

70550 Stuttgart, Germany

Germany 2 1 9,14 1,14 

88 

Development testing 

requirements and evaluation 

non-destructive testing 

(NDT) methods for 

assessment - age-related 

degradation of concrete 

containments in the nuclear 

power plants 

原子力発電所,コンクリート格納容

器,非破壊試験評価,経年劣化評価
Elena. Osterberg, G. Muravin

Swedish Nuclear Power 

Inspectorate, Stockholm, 

SwedenGregory Muravin, 

Margan Physical 

Diagnostics, Netanya, Israel

Sweden 1 1,5,8,9, etc 32 1 

89 
GPR for Infrastructure 

Imaging 

地盤貫入レーダー,誘電特性,ホット

ミックスアスファルト（HMA） 

Imad L. Al-Qadi Charles E. 

ViaSemer LahouarAmara 

Loulizi 

Sensors & Software Inc., 

Mississauga (CAN)  
Canada 1 5 5 4,10 

90 

A portable step-frequency 

radar for the 

non-destructive 

visualization of building 

constructions 

ステップ周波数レーダー,逆フーリ

エ変換 

Nikolai Lubetsky, Valeri 

Mikhnev, Anatoli Palto 

Institute of Applied Physics, 

National Academy of 

Sciences Belarus, Minsk 

(Belarus); Helsinki 

University of Technology, 

Radio Laboratory/SMARAD, 

Espoo (FIN)  

Belarus 2 5 1 3 

91 

Timber Girder Inspection 

using Ground Penetrating 

Radar 

木材橋,木材梁,非破壊試験,NDT, 

地上貫通レーダ,GPR 
Wayne Muller 

Queensland Department of 

Main Roads, Brisbane 

(Australia)  

Australia 4 1,5,9 5 3 

92 

Radar and SEWREEL 

Testing of Buried Drains 

and Sewers 

SEWREEL, 排水溝,下水溝, 基幹

施設, レーダ,地震画像地上貫通

レーダ,リスク評価 

Bob Whiteley 
Coffey Geosciences Pty. 

Ltd., Sydney (Australia)  
Australia 3 5,19 23 5,8,38 

93 

Comprehensive 

Mechanistic-based Quality 

Control of Flexible 

Pavements with NDT 

Methods 

quality control, nondestructive 

field test, modulus, pavement 
Soheil Nazarian 

The University of Texas at 

El Paso, El Paso, TX, USA 

79968Deren Yuan, The 

University of Texas at El 

Paso, El Paso, TX, USA 

79968 

Texas 4 1,3 1,11 1 
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94 

Capacitance Sounding: a 

New Geophysical Method 

for Asphalt Pavement 

Quality Evaluation 

静電容量, 誘電率, 誘電体, アス

ファルト舗装,順問題,逆問題 

Yuly Dashevsky, Michail 

Filkovsky, Vladimir Synkh 

Institute of Geophysics SB 

RAS, Novosibirsk (RUS); 

**GLIF Engineering Device 

Ltd., Novosibirsk (RUS); 

***Institute of 

Computational Mathematics 

and Mathematical 

Geophysics SB RAS, 

Novosibirsk (RUS)  

Russia  3 13,29 11 1 

95 

A Non-Destructive Impulse 

Hammer for Evaluating the 

Bond between Asphalt 

Layers in a Road Pavement 

Road Pavement , Impulse 

Hammer , Bond Between Asphalt 

Layer 

Fractal Theory 

Cesare Sangiorgi, Andrew 

C.Collop, Nicholas H.Thom 

University of Bologna, ITA, 

University of Nottingham, 

UK 

Italy 3 6 11 12 

96 

Homotopy method for 

backcalculation of pavement 

layer moduli 

ホモトフィー法,舗装,弾性係数,数

値解析,データーベース検索, 

システム解析,ニューラルネットワ

ーク,遺伝的アルゴリズム 

Xudong Zha,Qiuming Xiao 

Changsha Communications 

University, Changsha City 

(China)  

China 1 - 11 - 

97 

Experiences with the use of 

nondestructive testing in 

internal quality assurance in 

civil and building 

construction 

- C. Flohrer 
HOCHTIEF Construction, 

Mörfelden-Walldorf (GER) 
Germany         

98 

Application of 

Non-Destructive Testing 

and Diagnostics in 

Investigating and Evaluating 

the Technical State of the 

Existing Reinforced 

Concrete Structures in 

Bulgaria 

- D. Dimov 

University of Architecture, 

Civil Engineering and 

Geodesy, Sofia (Bulgaria) 
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99 

The Role of 

Non-Destructive Tests for 

Evaluation of a Concrete 

Structure in the Persian 

Gulf Region - Case Study 

- 

T. Parhizkar, A.A. 

Ramezanianpour, B. 

Hillemeier, N. Mozafari 

Building and Housing 

Research Center, Tehran 

(Iran); Amir Kabir University 

of Technology, Tehran 

(Iran); Technical University 

Berlin (GER)  

          

100 

Evaluation of Concrete 

Structures by Advanced 

Nondestructive Test 

Methods - Impact Echo 

Test, Impulse Response 

Test and Radar Survey 

衝撃反響試験法,インパルス応答

試験法,レーダー技術応用試験法

Youn Hao, Zheng Kee Ee, Ng 

John Wei, Ong 

SETSCO Services Pte Ltd, 

Singapore; **SETSCO 

Services (M) Sdn, Bhd 

(Malaysia) 

  1 3,5 5 9,4,5,1 

101 
Duct inspection using 

scanning impact-echo 
インパクトエコー法,ダクト H.Wiggenhauser BAM Berlin (GER)  Germany 3 21 6 9 

102 

Impact-Echo testing of 

steel cable ducts for 

injection grouting quality 

インパクトエコー,鋼製ケーブル,周

波数分析,Ｐ波 

Claus Germann Petersen,  

Allen Davis,   

Aldo Delahaza 

Germann Instruments A/S, 

Construction Technology 

Laboratories, WJE 

  3 21 6 3 

103 

Fast Location of 

Prestressing Steel 

Fractures in Bridge Decks 

and Parking lots 

- H. Scheel, B. Hillemeier 
Technical University Berlin 

(GER)  
Germany         

104 

Detection and localization 

of fractures in tendons by 

means of electromagnetic 

resonance measurement 

ＰＣ鋼線,破断,電磁波法,電磁波共

鳴法 

H.-J.Wichmann, A.Holst, 

K.Hariri, H.Budelmann 

Technical University 

Braunschweig (GER) 
Germany 2 12 9 19 

105 

Automatic analysis of 

acoustic emission 

measurements on concrete 

- 

Jochen H. Kurz, Florian 

Finck, Christian U. Grosse, 

Hans-Wolf Reinhardt 

University of Stuttgart 

(GER)  
Germany   2     
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106 
AE Energy Analysis on 

Concrete Bridge Beams 
- 

S. Colombo, M. C. Forde, J. 

Halliday, I.G. Main, M. 

Shigeishi 

The University of 

Edinburgh, School of 

Engineering and Electronics 

(UK); Highways Agency, 

London (UK); University of 

Edinburg, School of 

Geosciences (UK); 

Kumamoto University, Dept. 

of Civil Engineering, (J)  

the United 

Kingdom 
  2     

107 

Separation of Tensile and 

Shear Cracks Based on 

Acoustic Emission Analysis 

of Rock Fracture 

- S. Stanchits, G. Dresen 

GeoForschungszentrum 

Potsdam (GFZ),        

Potsdam (GER)  

    2     

108 

Possibilities and limitations 

of acoustic emission 

analysis for reinforced 

concrete 

アコースティックエミッション試験,

鉄筋コンクリート 

Thomas Vogel, Stefan 

Koppel 

Institute of Structural 

Engineering (IBK), ETH 

Zurich (Switzerland); 

**Basler & Hofmann 

Ingenieure und Planer, 

Zurich (Switzerland)  

  3 2 1 2 

109 

Nondestructive Evaluation 

For Highway Bridges In The 

United States 

目視検査,レーザー応用測定技法,

床板の検査,複合材料検査,自動超

音波試験 

Glenn Washer        

Federal Highway 

Administration、United 

States Department of 

Transportation、Turner 

Fairbank Highway Research 

Center、McLean,VA22101 

  2 1,16,4 5 2,4,6,3 

110 

GPR: From the 

State-Of-the-Art to the 

State-Of-the-Practice 

- 
I.L. Al-Qadi, S. Lahouar, A. 

Loulizi 

Virginia Tech 

Transportation Institute, 

Blacksburg, VA (USA)  

          

111 
The NDT-CE Compendium 

on the Internet 
- 

H. Wiggenhauser, K. 

Borchardt 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany)  

Germany         
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112 
Guidelines for NDT methods 

in civil engineering 
- A. Taffe, C. Maierhofer 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany) 

Germany         

113 

Non Destructive Evaluation 

of Slender Steel Members 

Using Elastic Giuded Waves 

- L. Laguerre 

aboratoire Central des 

Ponts et Chaussées, 

Bouguenais (France)  

France   2     

114 

Study on Impact Acoustic 

Method and System 

Development Based on 

Wavelet Analysis 

- H. Haya, X. Luo, T. Uomoto

Railway Technical Research 

Institute, Tokyo, (Japan); 

**University of Tokyo, 

Tokyo (Japan)  

Japan   3     

115 

Three-Dimensional 

Visualisation of Acoustic 

Emission Moment Tensor 

Solutions by VRML 

- 
M. Shigeishi, M. Ohtsu, J. 

Shimazaki 

Kumamoto University, 

Kumamoto (Japan)  
Japan   2     

116 

Damage Estimation of 

Concrete by AE Rate 

Process Analysis in Core 

Test 

- T. Suzuki, M. Ohtsu 

Nippon Suiko Consultants 

CO., LTD, Kumamoto 

(Japan); **Kumamoto 

University, Kumamoto 

(Japan)  

Japan   2     

117 

A deeper understanding of 

acoustic emission wave 

propagation in reinforced 

concrete 

AE 法,シミュレーション,ＰＣ梁,ＰＣケ

ーブルによる回折, ひび割れ 

Barbara Schechinger, 

Thomas Vogel 

Institute of Structural 

Engineering, ETH, Zurich 

(Switzerland)  

Switzerland 3,4 2 2,10 2,20 

118 

Advances in Moment 

Tensor Inversion for Civil 

Engineering 

- 
F. Finck, J.H. Kurz, C.U. 

Grosse, H.-W. Reinhardt 

University Stuttgart, 

Institute of Construction 

Materials, Stuttgart 

(Germany)  

Germany   2     

119 

Evaluation of cover 

concrete by coupling some 

non-destructive techniques 

- Contribution of in-situ 

measurements 

- 
G. Klysz, J.-P. Balayssac,  

X. Dérobert, C. Aubagnac 

LMDC, Toulouse Cedex 

(France); LCPC, Bouguenais 

Cedex (France); LRPC, 

Toulouse Cedex (France) 

France         
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120 

Non-destructive 

characterisation of mortar 

layers for concrete repair 

using radar and ultrasonics 

- 

C. Maierhofer, J. Wöstmann, 

M. Krause, B. Milmann,      

B. Behrendt, H.S. Müller 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany); University of 

Karlsruhe, Karlsruhe 

(Germany)  

Germany   1     

121 

Specimen for the 

improvement of 

NDT-methods - Design and 

construction of a large 

concrete slab for NDT 

methods at BAM 

- 
A.Taffe, K. Borchardt, H. 

Wiggenhauser 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany)  

Germany         

122 

Integrated Leakage Rate 

Test Measure the Feed Air 

with Stabile Overpressure 

(FASO) Pilot Proceeding 

with Equipments Highly 

Accurated 

- C. Nyárádi 
Paks Nuclear Power Plant 

Ltd., Paks (Hungary)  
Hungary         

123 

Enhanced Backcalculation 

Techniques for Assessing 

Highway Structural 

Properties 

- C.A. Lenngren, J. Olsson 

Chalmers University of 

Technology, Göteborg 

(Sweden)  

Sweden         

124 

TAILSAFE: Investigation 

and Improvement of Tailings 

Facilities 

- 

E. Niederleithinger, A. Brink, 

C. McDonald, T. Meggyes, 

K.E. Roehl, K.J. Witt 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany); University of 

Leeds (United Kingdom); 

University of Karlsruhe 

(Germany); 

Bauhaus-University Weimar 

(Germany) 

Germany         
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125 

Evaluation of corrosion loss 

of steel reinforcing bars - In 

concrete using linear 

polarisation resistance 

measurements 

- 
D.W. Law, J.J. Cairns, S.G. 

Millard, J.H. Bungey 

Heriot-Watt University, 

Edinburgh (United Kingdom); 

**Liverpool University, 

Liverpool (United Kingdom) 

the United 

Kingdom 
        

126 

BEM Analysis on Half-Cell 

Potential Measurement for 

Corrosion Estimation 

- 

V. Leelalerkiet*, J.-W. 

Kyung*, M. Yokota**, M. 

Ohtsu 

Kumamoto University, 

Kumamoto (Japan); 

**Shikoku Research 

Institute Inc., Takmatsu 

(Japan) 

          

127 

Non Destructive 

Techniques for On-Site 

Measurements of 

Reinforcement Corrosion in 

Concrete Structures 

- 
C. Andrade*, I. Martinez*, M. 

Ramirez** M. Garcia 

Institute of Construction 

Science "Eduardo Torroja", 

CSIC, Madrid (Spain); 

**Geotecnia y Cimientos 

S.A. (geocisa), Madrid 

(Spain)  

Spain         

128 

Comments on void depth 

detection in tendon duct 

with the impact echo 

method based on finite 

element computations 

- O. Abraham 
LCPC, Bouguenais Cedex 

(France)  
France   3     

129 

A simple approach to the 

automatic recognition of 

flaws in large diameter steel 

cables 

- 
A. Bergamini, R. Christen, M. 

Motavalli 

EMPA, Structural 

Engineering Research 

Laboratory, Dübendorf 

(Switzerland)  

Switzerland         

130 

Location of Prestressing 

Steel Fractures in Highly 

Reinforced Concrete 

Members 

- B. Hillemeier, H. Scheel 
Technical University Berlin, 

Berlin (Germany)  
Germany   5     

131 

Detecting Voids Inside 

Ducts of Bonded Steel 

Tendons Using Impulse 

Thermography 

- C. Rieck, B. Hillemeier 
Technical University Berlin, 

Berlin (Germany)  
Germany   1     
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132 

Eddy Current Testing at 

High Temperatures for 

Controlling Heat Treatment 

Process 

- 

J. Vetterlein, H. 

Klümper-Westkamp, T. 

Hirsch, P. Mayr 

Foundation Institute for 

Material Science (IWT), 

Bremen (Germany)  

Germany         

133 
Wavelet algorithms for 

non-destructive testing 
- 

J.H. Kurz, H.-J. Ruck, F. 

Finck, C.U. Grosse, H.-W. 

Reinhardt 

University Stuttgart, 

Institute of Construction 

Materials, Stuttgart 

(Germany)  

Germany         

134 

Active Infrared 

Thermography in Civil 

Engineering - Quantitative 

Analysis by Numerical 

Simulation 

- 

G. Wedler, A. Brink, C. 

Maierhofer, M. Röllig, F. 

Weritz, H. Wiggenhauser 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany)  

Germany   4     

135 

Visualisation of Sliding 

Friction Heat during the 

Skid Resistance Test 

through Infrared (IR) 

Thermography 

- M. Stimolo 
EMPA Dübendorf, 

Dübendorf (Switzerland)  
Switzerland   4     

136 

Possibilities of 

Determination and 

Characterization of 

Subsurface Defects in 

Material by Means of 

Thermography and 3D 

Numerical Model 

- I. Boras, S. Svaic 
University of Zagreb 

(Croatia)  
Croatia   4     

137 

Assessment of thermal 

conductivity of the building 

materials - "Hot wire 

method" 

- J. Zach, S. Stastnik 

Brno University of 

Technology, Brno (Czech 

Republic)  

Czech 

Republic 
  4     

138 

Concrete Creep 

Deformations caused by 

Bend and Pressure Stress 

Specimen Test 

- 
J. Adámek, V. Meloun, V. 

Juránková, P. Juránek 

Brno University of 

Technology, Brno (Czech 

Republic)  

Czech 

Republic 
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139 

Parameters That Influence 

The Results of Non 

Destructive Test Methods 

for Concrete Strength 

- 
A.C. Evangelista, I. Shehata, 

L. Shehata 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro 

(Brazil); Universidade 

Federal Fluminense, Rio de 

Janeiro (Brazil)  

Brazil         

140 

Applying waves' propagation 

modelling to the study of 

concrete damage 

- 
V. Garnier, J.F. Chaix, G. 

Corneloup 

Laboratoire de 

Caractérisation Non 

Destructive, IUT, Aix en 

Provence (France)  

France         

141 

Detection of Near Surface 

Damage and Cracks in Mass 

Concrete by Acoustical and 

Electromagnetic NDT 

Techniques 

- 

J.E. Rhazi, O. Dous, R. 

Al-Wardany, G. Ballivy, K. 

Saleh 

Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke (Canada); 

IREQ-Research Institute of 

Hydro, Varennes, Quebec 

(CAN)  

Canada         

142 

Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy as a tool for 

the characterization and 

sorting of concrete waste 

material in view of 

high-order re-use 

- 

F. Weritz, D. Schaurich, G. 

Wilsch, J. Wöstmann, H. 

Wiggenhauser 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany)  

Germany         

143 

Study on Measurement of 

Chloride Content using 

Electromagnetic Wave in 

Reinforced Concrete 

Structures 

- 
J. Arai, T. Mizobuchi, K. 

Suda 

Retec. Inc, Tokyo (Japan); 

HOSEI University, Tokyo 

(Japan); Kajima Corporation, 

Tokyo (Japan)  

Japan   1     

144 

Concrete hardening and 

moisture distribution in 

sandstones monitored by 

One-Sided 1H-Nuclear 

Magnetic Resonance 

NMR,湿度,水分,フレッシュコンクリ

ート,硬化 

Frederic Kohl, Bernd Wolter, 

Frank Knapp 

Fraunhofer Institute 

Non-Destructive Testing 

(IZFP), Saarbrücken 

(Germany)  

Germany 2 18 1 23 

145 

Theoretical foundations for 

reconstruction of the 

materials density by means 

of two-energy radiography 

  S.V. Naydenov, V. Ryzhikov
Institute of Single Crystals 

of UAS, Kharkov (Ukraine 
Ukraine         
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146 

Industrial Applications of 

Shearography for Inspection 

of Aircraft Components 

  
R. Krupka, T. Walz, A. 

Ettemeyer 

Ettemeyer AG, Elchingen 

(Germany) 
Germany         

147 

Multi-energy radiography 

for non-destructive testing 

of materials and structures 

for civil engineering 

放射線試験,元素分析,実効原子番

号,有機物,合金 

Sergey Naydenov,    

Vladimir Ryzhikov 

Institute for Single 

Chrystals of UAS, Kharkov 

(Ukraine)  

Ukraine 3 9 9 1 

148 

Evaluation of Shotcrete 

Quality using Different 

Methods 

  
M. Skazlic, I. Stipanovic, J. 

Krolo 

Faculty of Civil Engineering, 

Zagreb (Croatia)  
Croatia         

149 

An algorithm for automatic 

analysis of deformation of 

reinforced concrete 

structures using 

photogrammetry 

  

W. Benning, S. Görtz,  J. 

Lange, R. Schwermann, R. 

Chudoba 

Geodetic Institute, 

University of Technology 

(RWTH), Aachen (Germany); 

Zerna, Köpper & Partner, 

Bochum (Germany); Chair 

of Structural Statics and 

Dynamics, University of 

Technology (RWTH), 

Aachen (Germany) 

Germany   23     

150 

Non-destructive 

determination of the carbon 

content in iron foils - A 

quality assurance of the gas 

carburising process 

  

H. Klümper-Westkamp, P. 

Mayr, W. Reimche, K. Feiste, 

M. Bernard, F.-W. Bach 

IWT Bremen (Germany); IW 

Hannover (Germany)  
Germany         

151 

Non-Destructive 

Determination of the 

Water-Content in the 

Concrete Cover Using the 

Multiring-Electrode 

  

W. Brameshuber, P. 

Schröder, M. Raupach, C. 

Dauberschmidt 

University of Aachen, 

Aachen (Germany)  
Germany         

 



資 1-82 

International Symposium Non-destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE) 2003 

分類番号（表末尾の凡例参照） 
No. 論文名 キーワード 執筆者 所属 国籍 

内容 検査手法 検査対象 検査内容 

152 
Non-destructive Testing 

methods for metal foams 
  

H. Stanzick, T. Wenzel, R. 

Hanke, M. Maisl 

Fraunhofer Institute 

Advanced Materials, 

Bremen (Germany); 

Fraunhofer Institute 

Integrated Circles, Fürth 

(Germany); Fraunhofer 

Institute Non-Destructive 

Testing (IZFP), Saarbrücken 

(Germany)  

Germany         

153 

Non invasive ground 

penetrating radar 

investigation of a failing 

concrete floor slab 

  
M.L. King, D.P. Wu, D.C. 

Nobes 

GPR Geophysical Services, 

New Plymouth (New 

Zealand); Department of 

Geological Sciences, 

University of Canterbury, 

Christchurch (New Zealand)

New Zealand   5     

154 

A comparative study of data 

processing algorithms for 

radar imaging of stratified 

building structures 

  V. Mikhnev, P. Vainikainen 

Institute of Applied Physics, 

Minsk (Belarus); **Helsinki 

University of Technology, 

Espoo (Finland)  

Belarus   5     

155 

Influence of GPR Antenna 

Polarity on Detectability of 

Voids in Plastic Tendon 

Ducts in P-T Concrete 

Beams 

  
M.C. Forde*, A. 

Giannopoulos*, M. Clark 

University of Edinburgh, 

Edinburgh (United Kingdom); 

**TRL Limited, Crowthorne 

(United Kingdom)  

United 

Kingdom 
        

156 

GPR Antenna Medium 

Coupling Effects: 

Experimental and 2D FDTD 

Modelling Results 

  
A. Shaari*, S.G. Millard**, 

J.H. Bungey 

Faculty of Science, 

Universiti Teknologi, 

(Malaysia); **Department of 

Civil Engineering, University 

of Liverpool, Liverpool 

(United Kingdom)  

Malaysia         

157 

Evaluation of Pine timber 

strength by drilling and 

ultrasonic testing 

Timber, strength, hardness, drill 

resistance, ultrasound 

J. Saporiti Machado, D. 

Costa, H. Cruz 

National Laboratory of Civil 

Engineering (LNEC), Lisbon 

(Portugal)  

Portugal 
3(ｺﾝｸﾘｰﾄ

でない）

1(Drill 

resistance)
timber 4(hardness) 
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158 

A New and Versatile 

Sandwich Type Ultrasonic 

Transducer for NDT of 

Different Materials 

Ultrasonic, transducer, 

piezoelectric element, 

sandwich like piezoceramic 

element, resonance frequency 

C. Miclea*, A. Gheorghiu**, 

C. Tanasoiu**, C.F. Miclea*, 

S. Moroianu 

National Institute for 

Materials Physics, 

Bucharest (Romania); 

**Hyperion University, 

Bucharest (Romania)  

Romania 2 1 
共振測定

のみ 
共振測定のみ 

159 

Experimental and 

theoretical investigation to 

optimize an ultrasonic 

phased array for low 

frequencies 

low-frequency, phased array, 

focusing and deflecting, 

point source synthesis, 

EFIT-modeling 

F. Mielentz*, M. Krause*, R. 

Boehm*, H. Wüstenberg*, K. 

Mayer**, R. Marklein 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany); **University of 

Kassel, Kassel (Germany) 

Germany 2 1 1 共振測定のみ 

160 

Parameters for the 

Quantitative Assessment of 

Ultrasonic Imaging for 

Concrete Elements 

  

D. Streicher*, M. Krause*, C. 

Kohl*, M. Schickert**, O. 

Kroggel***, W. Müller 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(GER); **Institute for 

Materials Research and 

Testing (MFPA) at 

Bauhaus-University, Weimar 

(GER);  

***Technical University 

Darmstadt, Darmstadt 

(GER); ****Fraunhofer 

Institute NDT (IZFP),  

Germany   1     

161 

Use of low Frequency 

Ultrasound Echo Technique 

to Determine Cavities in 

wooden Construction 

Composites 

  
A. Hasenstab*, M. Krause*, 

C. Rieck**, B. Hillemeier 

Federal Institute for 

Materials Research and 

Testing (BAM), Berlin 

(Germany); **Technical 

University Berlin, Berlin 

(Germany)  

Germany   1     

162 

Development of 

reference-samples for 

ultrasonic-testing of 

concrete 

  
S. Bussat, A. Glaubitt, J. 

Neisecke 

University of Dortmund, 

Dortmund (Germany)  
Germany   1     
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163 

Reference concrete for 

ultrasonic-testing and its 

creation by components 

with pre-analysed 

properties 

  
A. Glaubitt, S. Bussat, J. 

Neisecke 

University of Dortmund, 

Dortmund (Germany)  
Germany   1     

164 

Determination of Third 

Order Elastic Constants 

Using a Simple Ultrasonic 

Apparatus 

  A. Bouhadjera Jijel University, (Algeria)  Algeria         

165 

Non Destructive Reliability 

Analysis of Concrete 

Structures - Numerical 

concepts and material 

models for existing 

concrete structure 

  

A. Strauss*, K. 

Bergmeister*, U. Santa*, R. 

Pukl**, Vladimir**, D. Novák

University of Applied 

Sciences, Vienna (Austria); 

**Cervenka Consulting, 

Prag (Czech Republic); 

***Brno University of 

Technology, Brno (Czech 

Republic)  

Austria         

166 

Strengthening of Concrete 

Beams Using CFRP Strips 

Anchorage of Externally 

Glued Strips 

コンクリート補強,CFRP 細片, アン

カレジ・ゾーン,理論解析 

Petr Štepánek, Ivana 

Švarícková, Jirí Adámek 

Brno University of 

Technology, Brno (Czech 

Republic)  

Czech 

Republic 
理論計算

理論計算と

引っ張り試

験 

1 4 

167 

Nondestructive evaluation 

of concrete structures - A 

case study in detailed 

inspection using 

24-year-old reinforced 

concrete 

  
Satoko Watanabe, Sudhir 

Misra, Taketo Uomoto 

Technology Center of 

Metropolitan Expressway, 

Tokyo (Japan); University of 

Tokyo (Japan)  

Japan   1,7,22,43     

168 

An article on experimental 

assessment of structural 

safety of solid bridges 

  Marc, Gutermann 

Prof. Dr.-Ing. Steffens 

Ingenieurgesellschaft mbH, 

Bremen (Germany) 

Germany         
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169 
Sensor for Seismic 

Monitoring of Buildings 
  

Giuseppe Bavari, Mario 

Cerrone, Salvatore 

Benfratello, Attilio Masnata 

ELECTA S.a.s, Palermo 

(Italy);Dept. of Structural 

and Geotechnical 

Engineering, University of 

Palermo (Italy); Dept. of 

Technology and Mechanical 

Production, University of 

Palermo (Italy)  

Italy         

170 
Selected Acoustic Methods 

for Nondestructive Testing 
  

Karel. Pospisil, Josef. Stryk, 

Marta. Korenska, Lubos. 

Pazdera 

Transport Research Center, 

Brno (Czech Republic); 

**Brno University of 

Technology (Czech 

Republic)  

Czech 

Republic 
  2,3     

171 

Measurement of Force and 

Strain in Pre-Stressed 

Steel Bar in Reinforced 

Concrete using the 

Magnetoelastic Stray Field 

Method 

  
Werner. Ricken, Wolf-Jürgen. 

Becker 

University of Kassel, Dept. 

of Measurement 

Engineering, Kassel 

(Germany)  

Germany         

172 

Influences of 

Magnetostriction and 

Magnetisation State on 

Strain and Force 

Measurement with 

Eddy-Current Sensors 

Applied to Steel Reinforced 

Concrete 

  

Holger. C. Schoenekess, 

Werner. Ricken, 

Wolf-Juergen. Becker 

University of Kassel, Dept. 

of Measurement 

Engineering, Kassel 

(Germany)  

Germany         

173 

Non-destructive 

investigation of complex 

historic masonry structures 

with impulse radar 

  

Christiane Maierhofer, J. 

Wöstmann, Christiane. 

Hennen 

BAM Berlin (GER); Stiftung 

Luther Gedenkstätten, 

Wittenberg (GER)  

Germany   5     
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検査手法
1. Ultrasonic 
2. Acoustic emission 
3. Impact elastic wave 
4. Thermal Infrared 
5. Radar 
6. Hammering test 
7. Natural electric potential 
8. Surface hardness 
9. X-radiographic test 
10. Small size core test  
11. Drilling powder test 
12. Electromagnetic test 
13. Electrical resistance 
14. Integrity test 
15. Polarization resistance 
16. Laser scanning 
17. Optical fiber sensor  
18. Magnetic 
19. Surface wave   
20. Image processing technology 
21. Impact vibration test 
22. Digital camera 
23. Alternation current impedance 
24. Pull-out test 
25. Bore-hole camera  
26. Scratch remaining 
27. Micro-tremor 
28. Heat-drying 
29. Electric conductivity 
30. Microwave 
31. Strain gage 
32. Maturity and temperature matched curing
33. Rapid air-permeability test 
34. Rapid chloride seepage test   
35. Rapid water-permeability test 
36. Resonance frequency 
37. Submerged unit weight 
38. Fluorescent seepage test 
39. Ceramic censor 
40. Hydrometer 
41. Perceived censor 
42. Penetratin resistance test 
43. Eddy current 
44. Stiffness drop 
45. Mixed reagent test  
46. Visual test 
47. Water-solublepolymer jacking 
48. Tomography 

内容 
1. Paper written in a textbook style and described the 

general aspects of non-destructive inspection 
2. Paper focusing on the development of new test devices 

and their applications 
3. Papers on studies in which established non-destructive 

methods were applied to the inspection of concrete 
structures and their effectiveness was evaluated. 

4. Papers on studies in which established non-destructive 
methods were used for the inspection of actual 
concrete structures and the results were reported. 

検査内容
1. Quality evaluation 
2. Cracking 
3. Internal defect 
4. Strength 
5. Void 
6. Flaking 
7. Corrosion 
8. Damage 
9. Location of steel bar 
10. Thickness 
11. Salt content  
12. Joint 
13. Mixture 
14. Transformation 
15. Frozen damage 
16. Water content 
17. Diameter of steel bar 
18. Length 
19. Failure of steel bar 
20. Monitoring 
21. Strueture of capillary pore 
22. Classification of buried pipe
23. Water/Cement 
24. Shape 
25. Alkali silica reaction 
26. Stress 
27. Coefficient of elasticity 
28. Honeycomb 
29. Neutrality 
30. Water permeability 
31. Cohesive power 
32. Electrical property 
33. Air permeability 
34. Content of cement 
35. Breezing 
36. Cover 
37. Roughness of surface 
38. Fatigue 

検査対象
1. Normal concrete specimen 
2. Full-scale concrete beam specimen 
3. Tunnel 
4. Pile 
5. Bridge 
6. Slab 
7. Building 
8. Beam 
9. Steel and Concrete 
10. Pre-stress concrete 
11. Pavement 
12. Fiber sheet 
13. Pier 
14. Fresh concrete 
15. Harbor 
16. Dam 
17. Concrete pipe 
18. Fiber concrete 
19. Shotcrete 
20. Pillar 
21. Foundation of tower 
22. Rock-bolt 
23. Buried pipe 
24. Concrete Block 
25. Elevated railroad 
26. Repairing materials 
27. River structure 
28. Concrete pole 
29. Post-tension concrete 
30. Calble of suspension bridge 
31. Chimney 
32. Nuclear power station 
33. Concrete panel 
34. Steel & reinforced concrete 
35. Retaining wall 
36. Wall 
37. Sacred gateway 
38. Box culvert 
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マルチスペクトル法による塩化物イオン濃度評価手法の検討 
 

―試験体作製状況― 
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◆試験体の作製状況 

  
ペースト試験体作製状況 ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ試験体作製状況 

  
使用セメント（普通ポルトランド） 使用セメント（早強セメント） 

  
使用セメント（高炉セメント） 遅延剤シート 
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◆ペースト試験体の作製状況 

  
No.1 W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；なし 試験体 4×4×16；6、Φ5×10；3 

  
No.2 W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；260×250 試験体 4×4×16；6、Φ5×10；3 

  
No.3  W/C=30%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；174×171 試験体 4×4×16；6、Φ5×10；3 

  
No.4  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 4.5kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；274×274 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 
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No.5  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；278×276 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 

  
No.6  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 20kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；なし 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 

  
No.7  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 4.5kg/m3・早強ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；209×203 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 

  
No.8  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・早強ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；208×207 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 
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No.9  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 20kg/m3・早強ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；221×218 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 

  
No10  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 4.5kg/m3・高炉ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；254×252 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 

  
No11  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・高炉ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；259×261 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 

  
No12  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 20kg/m3・高炉ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；242×237 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 
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No13  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・早強ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；182×184 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 

  
No14  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・高炉ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；260×252 試験体 4×4×16；3、Φ5×10；3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 資 2-7

◆モルタル試験体の作製状況 

  
No.1  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；192×196 試験体 10×10×40；5、Φ5×10；3 

  
No.2  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；151×154 試験体 10×10×40；5、Φ5×10；3 

  
No.3  W/C=60%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；226×228 試験体 10×10×40；5、Φ5×10；3 

  
No.4  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 4.5kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；206×208 試験体 10×10×40；3、Φ5×10；3 
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No.5  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；220×219 試験体 10×10×40；5、Φ5×10；3 

  
No.6  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 20kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；234×237 試験体 10×10×40；3、Φ5×10；3 

  
No.7  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・早強ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；185×184 試験体 10×10×40；3、Φ5×10；3 

  
No.8  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・早強ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；196×197 試験体 10×10×40；3、Φ5×10；3 
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No.9  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・高炉ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；195×194 試験体 10×10×40；3、Φ5×10；3 

  
No.10  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 20kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；234×237 試験体 10×10×40；3、Φ5×10；3 

  
No.11  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；180×179 試験体 10×10×40；1、Φ5×10；3 

  
No.12  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾛｰ；126×130 試験体 10×10×40；1、Φ5×10；3 

骨材容積比 0.57 

骨材容積比 0.62 
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◆コンクリート試験体の作製状況 

  
No.1  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；4.3cm 試験体 10×10×40；5、Φ10×20；3 

  
No.2  W/C=40%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；0cm 試験体 10×10×40；5、Φ10×20；3 

  
No.3  W/C=60%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；9.5cm 試験体 10×10×40；5、Φ10×20；3 

  
No.4  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 4.5kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；6.6cm 試験体 10×10×40；5、Φ10×20；3 
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No.5  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；11.0cm 試験体 10×10×40；5、Φ10×20；3 

  
No.6  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 20kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；10.2cm 試験体 10×10×40；3、Φ10×20；3 

  
No.7  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・早強ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；3.4cm 試験体 10×10×40；3、Φ10×20；3 

  
No.8  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・早強ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；5.5cm 試験体 10×10×40；3、Φ10×20；3 



 資 2-12

 

  
No.9  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 0kg/m3・高炉ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；4.1cm 試験体 10×10×40；3、Φ10×20；3 

  
No.10  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・高炉ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；7.3cm 試験体 10×10×40；3、Φ10×20；3 

  
No.11  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；17.5cm 試験体 10×10×40；1、Φ10×20；3 

  
No.12  W/C=50%・塩化物ｲｵﾝ濃度 11kg/m3・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；13.8cm 試験体 10×10×40；1、Φ10×20；3 
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赤外線による物質移動抵抗性評価手法の検討 
 

―試験体作製状況― 
 

2003.11.28 
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◆試験体の作製状況 

  
室内試験 型枠状況 現場試験 鉄筋状況 

  
現場試験 型枠設置状況 現場試験 型枠設置状況 

  
現場試験 型枠設置状況 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況 

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況  
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◆室内試験 試験体の作製状況 

  
No.1 W/C=40%・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；4.8cm 空気量；4.7% 試験体 20×20×10；3、Φ10×20；3 

  
No.2 W/C=50%・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；16.2cm 空気量；5.9% 試験体 20×20×10；3、Φ10×20；3 

  
No.3 W/C=60%・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；21.0cm 空気量；4.4% 試験体 20×20×10；3、Φ10×20；3 
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◆現場試験 試験体の作製状況 

  
No.1 W/C=60%・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；9.2cm 空気量；4.3% 試験体 上部壁；1、Φ10×20；3 

  
No.2 W/C=50%・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；8.1cm 空気量；4.0% 試験体 上部壁；1、Φ10×20；3 

  
No.1 W/C=40%・普通ｾﾒﾝﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟ；7.8cm 空気量；3.6% 試験体 上部壁；1、Φ10×20；3 
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