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［要約］ 

第１章 調査研究の概要 

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。 

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。 

本報告書は、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結果を取りまとめ

たものである。 

 

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
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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

リートの剥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。 

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
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力に影響を及ぼすことやコンクリートの剥離・剥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塩害や中性化による劣化程度

を把握するための非接触・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取りまとめ、今後可能性のある検

査手法について整理した。 

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 

調査にあたって、コンクリート構造物の性能評価における点検項目と現状における非接

触・非破壊検査手法の関係を整理した。 

2001 年制定の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。

例えば、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。 

これを基に、点検項目を目的毎に再整理し、それらを点検する方法を主として中性化や

塩害に関する変状を評価する項目について抽出した。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。例えば外観変状は、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。 

上記により抽出された実用段階の非破壊検査手法について詳細な調査を行い、得られる

情報、適用範囲等を整理した。対象となった検査手法は、「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（電磁波）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」である。この中にはコンクリ
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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まれているが、構造物に大

きな損傷を与えることなく必要なデータを得られる試験方法を出来るだけ広い範囲から調

査した。 

上記の検査手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接触型と

非接触型に分類される。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、回折法、共振法）」「⑤打音法」「⑥衝撃弾性波法（周波数応答、伝播速度、PIT(反

射法）」「⑦AE 法」がある。これらの検査手法の中でも、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、音波自体を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接

触型の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

デジタルカメラ法」「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。これらの非接触型検査手法は、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。 

2.2.3 近年の非破壊検査技術の研究状況 

日本国内については、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

におけるコンクリート構造物の非破壊検査手法に関する発表論文を調査した。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・剥離・

剥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
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を望みたい。ちなみに、塩分量の測定に関するものは２つのグループによる発表があり、

一つは本調査研究で取り上げている近赤外分光法に関するもの、もう一つは電磁波法によ

るものであった。 

海外については、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）に発表された論文

を調査した。その結果、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（衝

撃弾性波法）、 Acoustic emission（アコースティックエミッション法）、 Thermal infrared

（赤外線法）、 X-iographic test（Ｘ線法）、 Impact vibration（インパクトエコー法）、 

Microwave（電磁波法）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た。 

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
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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

在実施されている最新の損傷評価技術について概観した。 

2.3.2 鋼構造物の非破壊検査技術に関する現状調査 

鋼構造物の非破壊検査技術の動向について調査の結果、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：リスクベース検査）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。対象となった検査手法を、検出すべき劣化と発

生位置によって以下のように整理し、その原理や特徴等を調査した。 

①内在きずの定量化のための非破壊検査技術 

②表面きずの定量化のための非破壊検査技術 

③内部の材質劣化評価の非破壊検査技術 

④表面劣化の計測 

⑤腐食損傷の評価方法 

⑥防食システムの劣化評価のための非破壊検査技術 

⑦状態監視のための非破壊検査技術 

⑧連続監視技術 

上記の調査結果から現状の検査における課題を検討した結果、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。 

 

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 

本章では、次世代型のコンクリート構造物検査システムとして非常に有望な「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技術」と「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」に着目し、実現性を評価するための実験を主

体とした検討を行った。 
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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を評価しようとするもの

で、上記①と②及び解析的手法を併用することで、塩害による劣化の潜伏期（初期状態～

鉄筋腐食開始まで）における劣化進展予測手法を構築し、予防保全の確立に大きく寄与す

る次世代型検査手法として期待されるものである。 

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。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。 

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の検討を行う

にあたって、本技術の根幹となる近赤外分光技術の最新動向に関する調査を行った。 

近赤外分光技術は、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。

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、他の文献を参照いただ

くものとして、本調査では２次元空間近赤外分光技術、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（１次元ライン型２次元分光測定器）につ

いて調査し、現状と開発課題をまとめた。 

続いて、マルチスペクトル法によってペースト、モルタル及びコンクリート中の塩化物

イオン濃度の確認を行うための試験体の作製と測定方法の検討を行った。 

試験体は、水セメント比、塩化物イオン濃度、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 体を作製し、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体を採取した。 
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測定方法は、「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）」とする。カメラ撮影は、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こととした。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と同時に、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した。なお、実構造物からのコア試験体については、

深さ毎の測定を行い、塩化物イオン濃度分布の評価を行うこととした。 

次に、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について述べる。 

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。 

今年度は、まず適用性把握のための試験計画を策定し、これに必要な試験体の作製を行

った。試験体は、水セメント比や骨材量等が異なる小型試験体 18 体、水セメント比が異な

る実物大試験体３体を作製した。小型試験体は 20×20×10cm の平板状の形状で、基本的特

性を把握するために作製した。実物大試験体は実機への適用性を検討するために実物大の

壁と柱を模擬して作製した。 

今後、マルチスペクトル法では、作製した試験体毎に、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。 

 

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 

2.3 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
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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、鋼構造物に

おいて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。 

調査の結果は以下の通りにまとめられる。 

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、2.3 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。 

鋼構造物の次世代型非接触・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。 

今後は、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。 
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