衝撃弾性波法を用いた PC 橋梁のシースの位置及び充填度の検知
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概
要
衝撃弾性波法によって，PC 橋梁のシースの位置及び充填度の検知可能性を検証す
るため，まず，供試体を用いた実験を行った．実験の結果，シースの位置で弾性波
速度が低下することから，位置の検知が可能であることが分かった．次いで，実橋
梁への適用性の検証実験を行った．この結果，検出した弾性波のスペクトル強度の
分布（高調波成分の存在）を調べることにより．充填度について，情報が得られる
ことが分かった．以上から衝撃弾性波法が，PC 橋梁におけるシースの位置及び充填
度の検知に適用できることが分かったので報告する．
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１.はじめに
PC 橋梁において，シースのグラウト充填不良を原因とする PC 鋼材の腐食や，破
断事故の可能性が懸念されている．
そこで，著者らは PC 橋梁におけるシースの充填度合いの推定方法について，その
理論と実橋 梁および実 大模型橋梁 での測定結 果を元に実 用化の可能 性について 検討
してきた 1,2 ）．本論では，グラウト充填度を段階的に変化させたシースを有するコン
クリート供 試体および ，実橋梁に おいての実 験結果を報 告する．衝 撃弾性波の 測定
結果から， シースの位 置は弾性波 速度の低下 を，また， 充填度は高 調波成分の 強さ
を手がかりとして検知可能であることがわかった．
２．測定原理
2.1 衝撃弾性波法の理論
衝撃弾性波法は，測定面に入力された弾
性波が構造物の厚さ方向に多重反射するこ
とを前提としている．図１に測定方法の概
念を示す．図に示すように，衝撃波動は，
鋼球などでコンクリート表面を打撃して入
力し，コンクリート内部の波動現象を打撃
点近くに設置した高感度加速度計によって
測定する．波動が多重反射すると，往復時
間を周期とする固有振動数が見られるように 図１ 衝撃弾性波法の測定概念
なる．すなわち,音響学にいうフラッターエコ
ー現象である．測定されたコンクリート表面の振動の周期（ T ），コンクリートの厚

さ（ D ）およびコンクリート中の弾性波速度（ V p ）の間には，

1
D = V pT
2

（１）

の関 係が あ り， 周期 （ T ）が 得ら れ ると ，コ ン クリ ート 板 の厚 さが 測 定さ れる こ と
になる．また,周期性を示す測定波形が正弦波に近いような場合には，多重反射の周
期をスペクトル分析してピークとなる周波数を（ f 0 ）とすると，

D=

1 Vp
2 f0

（２）

とする方法がある．
2.2 シースの位置の検知
衝撃弾性波 法では，内 部に欠陥や 構造的に不 均質な部分 があると， 弾性波のエ ネ
ルギーの伝 達が阻害さ れ，相対的 な弾性波速 度(見掛けの弾性波速 度)が低下する．
つまり，弾 性波速度の 設定値を変 更せずにス ペクトル解 析すると， 結果的に板 厚が
「厚くなる」という結果になる．従って，「厚く」観測される部分の空間分布を調べ
ることによって，シースの位置を検知することができる ．
2.3 シースの充填度の検知
シース近傍での衝撃弾性波の経路を図２に示
す．シースの近傍では，対向反射面での反射波
（実線矢印で示す）に，破線矢印で示すような
シースによって反射されてセンサに到達する反
射波が混入し，結果的に周波数が 2 倍となり，
厚さの 1/2 に相当するスペクトル，すなわち，
高調波が誘発される．このため，高調波の分布
を調べることによって，シースのグラウト充填
度についての情報を得ることができる．
図２ シース近傍での波動の経路
また，シースは円形断面をしていることから，
高調波成分はシースの真上より側方の近傍で生起する可能性が高い．
３．実験概要
3.1 供試体
供試体は，厚さ 0.35m，幅 1.0m，
長さ 2.5m で，測定面から 0.2m の深
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さに，0〜100％まで段階的に充填度
を変えたφ93mm のポリエチレンシ
ースが埋められている．図３に測定
図３ 供試体
を行った供試体を示す．なお，コン
クリートは PC 構造用の高強度コンクリートを使用し，無筋である．
3.2 測定・打撃方法
測定には ，衝撃弾性 波法の測定 装置（iTECS）を 用 い，図３の 白線に示す よう に
供試体の長手方向に手前から 0.25m，0.5m，および 0.75m の 3 本の測定線を設け，
50mm 間隔で測定を行った．打撃には鋼球 30mm（約 100g）を使用した．
また，測定に先立って供試体の縦弾性波速度を測定した．
3.3 実橋梁
図４に測定を行った PC 桁の断面形状と測定範囲を示す．この道路橋は，架設後約
40 年が経過しており，凍結融解によるものと思われる劣化（剥落等）やシースに沿

って発生したと思われるクラックの補修跡
も見られた．なお，桁の両端は，単純支持
されている．
3.4 測定・打撃方法
供試体と同じ装置を用い，桁の側面の
0.8m×2.2m の エ リ ア に つ い て ， 50mm×
50mm のメッシュに区切り，それぞれの交
点で測定を行った．打撃に
は鋼球 15mm（約 14g）を
使用した．測定は，クラッ
クの補修跡がある桁（１番
桁）と，目視検査において
最も健全であると思われた
桁（３番桁）について行った．
1 番桁と 3 番桁の測定平面位置は同じである．

図４

実橋梁の形状と測定範囲

４．測定結果
4.1 供試体を用いたシースの位置検知
衝撃弾性波法による測定結果（最大エントロピー法〔MEM〕によるランニングス
ペクトルを測定時間 8ms 間で平均したもの，
「 MEM 詳細法」と呼称）を図 5 に示す．
図は，測定された周波数から式（２）に従って，「深さ」に変換したものである．図
中の色相は ，スペクト ルの強度を 示し，赤色 が最も強い スペクトル ，紺色はス ペク
トルが非常に弱いことを示している．シースの位置は図中白○印で示している． ま
た，その上の数字はシースの充填率(%)である．図より，シースの位置では，実際の
深さ(厚さ 0.35m，図中白実線で表示)よりも厚い値として観測されていることがわか
る．解析ではあらかじめ測定した弾性波速度 4,500m/s を一定値としていることから，
シースの位置では見掛けの弾性波速度が低下していることがわかる．

図５

供試体スペクトル強度分布（MEM 詳細法，鋼球 30mm）

4.2 実橋梁におけるシースの位置検知
目視によ りシースの 位置が確認 できる１番 桁において ，供試体と 同様のスペ クト
ル解析を行 い，実際の 躯体厚より よりも厚く 観測される 部分のスペ クトルの累 積値
の空間分布 を図６に示 す．図中の 細線はシー スの位置を 示すが，ス ペクトルの 分布
とほとんど 一致してい ることから シースの位 置で弾性波 速度が低下 しているこ とが
確認された．３番桁についても同様の結果が得られた．

図６ 1 番桁 200mm 以深のスペクトル強度分布（MEM 詳細法，15mm 鋼球）
4.3 実橋梁におけるシースの充填度
75mm より浅いスペクトルの累積値の空間分布を図７に示す．本論では 3 番桁につ
いて示す．図よりシースの位置近傍に高調波成分が検出されていることがわかる．

図７

3 番桁 75mm 以浅のスペクトル強度分布（MEM 詳細法，15mm 鋼球）
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５．まとめ
表１ 測定結果の分類
PC 橋梁におけるシースの位置は，弾性波
弾性波速度
速度が低下する部分の分布を調べることに
の低下
有
無
高調波
より検知可能であり，さらに，シース近傍で
有
×
△
の高調波成分の分布を調べることにより充
填度についての情報も得られることがわか
無
△
○
○;健全 ×;要再 検査 △ ;現象に つい て要 検討
った．以上から，測定されるスペクト
4500
ル強度の分布は表１に示す 4 つのパタ
ーンに分類できる．これは，PC 橋梁の
約20%
4000
健全性の概観的な評価基準として活用
することができる．
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なお，図５に示す実験結果から弾性
波速度を計算したものを図８に示す．
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図 か ら 充 填 率 が 100%で あ れ ば 健 全 部
シース充填率（％）
の弾性波速度（4,500m/s）とほぼ同じ
図８ 充填率と見掛けの弾性波速度の関係
であり，充填率が低くなるに従って弾
性波速度が低下する傾向が見られた．今後は，弾性波速度の低下率と充填率の相関
を調べ，より定量的な判断基準の構築に努めたい．
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