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研究成果の概要（和文）：塩害の影響を受けるRC梁に対して、これまでは劣化進展期の点検と補修補強は極めて
困難であった。本科研費では、かぶりコンクリートに腐食ひび割れが生じる以前の劣化初期におけるRC梁を対象
に、鉄筋腐食の範囲を自然電位法で把握し、次に超音波トモグラフィ法で鉄筋周囲の弾性波速度の低下を確認
し、その結果から鉄筋とコンクリートの付着強度を推定する方法を構築した。また、表面含浸材の塗布による、
遮塩性の経年変化や再補修の効果を明らかにした。さらに、チタンリボンメッシュによる電気防食工法と、ステ
ンレス鉄筋の埋込補強工法により、補修と補強を同時に施工する工法を提案した。

研究成果の概要（英文）：Any change on a surface at reinforced concrete (RC) beam doesn't appear at 
propagation period in chloride attack. Therefore, inspection was extremely difficult. Neither an 
effective repair nor reinforcement were arranged simultaneously. This research constructed method of
 inspection, repair and reinforcement based on the above background for RC beam where a corrosion 
crack was not caused at the cover concrete. The area of steel corrosion was understood by potential 
method in the beginning. Next, decrease in velocity of elastic wave around the steel bar was 
confirmed by supersonic wave tomography method. As a result, bond strength between steel bar and 
concrete was estimated. Moreover, it was clear that application of silane-based surface penetrant 
and silicate-type surface penetrant had a good effect for delay of deterioration. In addition, it 
was proposed that repair with titanium ribbon mesh and reinforcement with stainless was applied at 
the same time.

研究分野： 鉄筋コンクリート工学

キーワード： 鉄筋コンクリート　維持管理　点検　補修補強　体系化

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　先ずは、学術的意義を述べる。１）電気と弾性波を組み合わせた非破壊検査により、腐食とそれに伴う鉄筋と
コンクリート間の付着低下の範囲と程度を推定できるようになった。２）RCの劣化段階と範囲に対応した、予防
保全方法（含浸工法）や事後保全方法（電気防食工法＋ステンレス埋込工法）を精査し、合理的な補修補強シス
テムが提案された。
　次に、社会的意義を述べる。目標耐用年数に達する以前に性能が不満足となるリスクを低減できる策を提案し
た。
　上記により、過分な維持管理費の支出を削減し、加えて補修補強を迅速施工できる方法を提案できた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 鉄筋コンクリート（RC）部材の維持管理において、老朽構造物が急増する現在、階層化・統
合化された合理的な点検と補修補強が望まれる。すなわち、最初に広範囲を短時間で標準調査し、
次に範囲を限定して劣化の程度を詳細調査する手順が理想的である。しかしながら、塩害に対す
る維持管理において核となる鉄筋腐食、およびそれに起因する鉄筋とコンクリート間の付着特
性の低下を定量的に推定する方法は、国内外を問わず未だ確立されていない 1)。 
 ところで最近では、RC 部材は構造体であるとの目的を鑑み、鉄筋腐食による耐荷力の低下も
考慮し、安全性を評価する取組みが進められている 2)。したがって、点検で腐食を発見し、その
状態を定量評価した上で力学的な健全度を判断し、必要に応じて補修補強する必要がある。 
文献 1)土木学会編：342 委員会成果報告書、コンクリート技術シリーズ 110、2015 

2)土木学会編：331 委員会成果報告書、コンクリート技術シリーズ 85、2009 
 
２．研究の目的 
(1) RC 部材の構造性能を損ねる腐食と付着の程度を推定するべく、電気化学的な自然電位法と、

弾性波を用いたトモグラフィ法を組み合わせた非破壊検査方法を開発する。それも含む詳細
調査と、広範囲を短時間で点検する標準調査を階層化したシステムを構築する。 

(2) RC 部材の劣化状態を踏まえ、複数の工法を併用する場合も含めた延命効果の高い補修補強
方法を提案する。 

(3) 点検と補修補強を連係させた維持管理システムを構築する。 
 
３．研究の方法 
図 1 に示すとおり、3 年間に亘り、全 4 つの［工程］を推進した。すなわち、目的(1)のため、

[1]非破壊検査で腐食と付着を推定する方法を開発した後、[2]標準調査と詳細調査を階層化した
点検システムを提案した。また目的(2)のため、[3]腐食するあるいは腐食した RC 試験体に補修
補強を適用し効果を評価した。さらに目的(3)のため、[4]点検と補修補強を連係させたシステム
を構築した。なお、成果は都度、学会発表や論文投稿により社会・国民へ発信した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 研究のフローと年度計画 
 
４．研究成果 

(1)進展期における非破壊検査を組み合わせた点検方法の開発 
コンクリート供試体の水セメント比は 55%とし、形状は 200×200×150(mm)の直方体とし、3 本

の鉄筋(D13、SD345)を埋設した。この内の中央の鉄筋のみで、付着試験を行うため、800mm の

突出部を設けた。実験ケースを表 1 に示す。本実験ではコンクリートの表面からでは劣化を確認

できない場合に対する非破壊試験法を構築する。すなわち、コンクリート表面にひび割れが発生

していない状態を主に、腐食ひび割れを設定した。また、鉄筋腐食を最も促進する方法として電

食を採用した。電食の概要を図 2 に示す。ここで、電解液に 3%の塩化ナトリウム水溶液を用い、

3 本ある鉄筋の内の中心の鉄筋を陽極、供試体のかぶり面に置いた銅板を陰極とし、0.25A の電

流を通電させた。なお、かぶり面にひび割れを確認できた通電時間は 115 時間である。また、電

工程[2] 構造解析の代入値を得
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工程[3] 腐食するあるいは腐食した供試
体に対して、補修補強を施した場合の効果
を評価する。 

目的(3) 
点検・補修補強の 
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食終了後から自然電位および超音波トモ

グラフィ法の測定までの乾燥 (20℃、

RH60%)期間として、1 日間あるいは 30
日間を設けた。なお、ケース 1 において

は、養生終了後、かぶり面を水に浸漬し、

その後に測定まで所定の乾燥 (20℃、

RH60%)期間を設けた。 
 乾燥期間終了後、コンクリート表面に

おけるひび割れの有無を肉眼で目視観察

した。また、鉄筋腐食の可能性を把握す

るため、Ag/AgCl を参照電極として、3 本

ある鉄筋の内の中央の鉄筋に対して、自

然電位を測定した。なお、測定後に

CSE(飽和銅硫酸銅)に対する値に換算し

た。これにより、鉄筋の腐食状況を確認

することができ、実構造物であれば劣化

範囲を把握することができる。次に、鉄

筋コンクリートの腐食範囲に対して、詳細に調

査するため、鉄筋の腐食膨張に伴うコンクリー

ト内部のひび割れ発生の可能性を確認した。そ

こで、各センサ間の伝搬時間差を用いてトモグ

ラフィ解析を行い、弾性波速度の低下を確認し

た。AE センサの貼付位置を図 3 に示す。AE セ

ンサは、60kHz 共振型 AE センサであり、供試体

断面を覆うように供試体表面に 40mm 間隔で 15
個を貼付した。なお、AE センサの鉄筋軸方向に

おける設置位置は供試体中央である。入力信号

は、15V のパルス信号を 1 つの AE センサに与

え、それによりセンサの受信面が振動し、

供試体中に超音波が伝搬する。供試体中を

伝搬した超音波は、他の AE センサにて検

出され、検出信号をプリアンプにて 40dB
増幅後、1 波形をサンプリング周波数

1MHz（サンプリング間隔 1μs）で AD 変

換し、記録した。このようにして得られた

信号を処理することで、コンクリート中を

伝搬する弾性波情報から供試体内部の状

態を推定した。最後に、電食させた鉄筋と

コンクリート間の付着状態を確認するた

め、JSCE-G 503 に準じて付着試験を行っ

た。なお、付着状態を確認する鉄筋は、3
本ある鉄筋の内の中心にある鉄筋であり、

また非付着区間は設けなかった。 
ここからは、30 日間の乾燥後の実験結

果を説明する。ケース 1 とケース 2 では、表面で腐食ひび割れは確認できなかった。一方、ケー

ス 3 では、かぶりコンクリートの表面において、中心の鉄筋に沿って軸方向ひび割れが発生して

いることを確認できた。なお、ひび割れ幅は 0.1mm であった。また、供試体断面においては、

中央の鉄筋から両端の鉄筋に向けて、0.1mm 幅の横方向ひび割れの発生も確認できた。 

自然電位の結果を図 4 に示す。これによれば、ケース番号が大きいとき、すなわち腐食ひび割

れが進むと、自然電位が卑になることを確認できた。また、鉄筋腐食の可能性について、ASTM
の判断基準によると、自然電位 E>-200mV で 90%以上の確率で腐食なし、-200mV<E<-350mV で

不確定、E<-350mV で 90%以上の確率で腐食ありとされている。この判断基準と測定された値を

比較すると、ケース 2 とケース 3 において不確定と判断された。しかしながら、ケース 1 と比較

すると鉄筋の腐食が進行している可能性が高いことを確認できた。 
図 5 にコンクリート断面内の超音波トモグラフィ解析結果を示す。全ての供試体において、供

試体側面部（1CH～5CH および 11CH～15CH 貼付面）において、比較的速度が低く表れており、

ケース 1 とケース 2 でのかぶり部（6CH～10CH 貼付面）ではその影響は小さい結果が得られて

いる。これは、センサ間距離が 40mm と短く、計測装置の波形時間分解能が 1µs であることか

図 4 自然電位の測定結果 
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表 1 実験ケース 

Case 
Conditions of Crack 

generation 

Energization periods 

(hour) 
n 

1 No 0 1 

2 Internal 96 2 

3 Surface 115 1 

 

 

図 2 電食の方法 
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ら、速度が低く算出された結果であるのに加

え、電食試験時にかぶり部は水中に存在し、

含水率が高く保たれたことから、他の面と比

較して同一表面を伝搬する速度が比較的高

く算出されたことも要因と考えられる。した

がって、これらの影響を除くための工夫が必

要である。次に、かぶり部（6CH～10CH 貼

付面）では、ケース 1、ケース 2 において、

弾性波速度の差は見受けられず、概ね同様の

結果である。しかしながら、ケース 3 は、か

ぶり部分に低速度域が表れている。これは、

ケース 3 のみで、鉄筋腐食に起因するひび割

れが生じ、弾性波速度が低下したためと考え

られる。ここで、腐食鉄筋近傍の要素を対象

とした弾性波速度の平均値を図 6 に示す。こ

れより、腐食ひび割れが大きくなるにつれ

て、微小ではあるが鉄筋周囲の弾性波速度が

減少する傾向が確認できた。以上の結果よ

り、超音波トモグラフィ法を用いることで、

鉄筋腐食に起因するひび割れの有無が判断

でき、鉄筋腐食に伴う弾性波速度の低下を可

視化できる可能性が示唆される。 
付着強度の結果を図 7 に示す。いずれも最

終的には付着割裂により破壊した。なお、付

着強度は最大引張荷重を試験区間の鉄筋の

表面積で除して求めており、鉄筋周長は健全鉄筋の公称値とした。これによれば、腐食ひび割れ

が進むにつれて、付着強度が低下する傾向を確認できた。また、ケース 2 において、コンクリー

ト表面に腐食ひび割れは発生していないものの、付着応力が低下した。すなわち、腐食が小さい

場合でも、付着強度は低下した。 
 乾燥期間が 1 日と 30 日の両ケースの場合における、非破壊試験と付着強度の結果を表 2 に示

す。これによれば、腐食ひび割れが進むにつれて、自然電位、弾性波速度、および付着強度は低

 

            

   (a) Case 1              (b) Case 2             (c) Case 3      

図 5 超音波トモグラフィの解析結果 

表 2 非破壊検査結果と付着強度 

Case 

Nondestructive tests 
Bond stress 

(N/mm2) Half-cell potential 
(mV vs CSE) 

Elastic wave velocity 
(m/s) 

Drying period 

1day 30days 1day 30days 1day 30days 

1 -333 -190 4194 4178 26.22 25.15 

2 -465 -342 4136 4134 20.92 22.83 

3 -534 -318 4068 4109 15.31 21.95 

 

図 6 鉄筋周囲の弾性波速度の解析結果 
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図 7 付着強度の測定結果 
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下することが分かる。次に、鉄筋周囲の弾

性波速度と付着強度の関係を図 8 に示す。

これによれば、弾性波速度が低下するにつ

れて、付着強度は低下することが分かる。

すなわち、コンクリート中が湿潤または乾

燥状態のいずれにおいても、弾性波速度と

付着強度には、比例の関係が認められる。 
以上の実験結果に基づき、RC 部材の塩

害に対する維持管理における、鉄筋とコン
クリート間の付着力を推定する方法につ
いて提案する。はじめに、比較的簡易な自
然電位法を用い、広範囲を短時間で標準調
査する。これにより、鉄筋腐食による腐食
ひび割れが進んでいる箇所を把握する。次
に、腐食が進んでいる箇所において、超音
波トモグラフィ法を用い、コンクリート内
部における弾性波速度の分布を可視化す
る。これにより、鉄筋周囲で微細な内部ひび
割れの生じている可能性を確認する。さら
に、図 8 に基づき、鉄筋とコンクリート間の
付着力を推定する。本手法では、コンクリー
ト中の含水状態が異なる場合においても同
様の関係が認められたため、維持管理の面に
おいて有用性が高くなったと考えられる。 
 
(2)効果的な補修補強方法の開発 
シラン系表面含浸材を塗布したモルタル

供試体に対して、2、10、20 年間相当の促進
耐候性試験を行い、塩分浸透深さを測定し、
遮塩性について評価した。また、10 年および
20 年相当の耐候性試験後に、シラン系表面含
浸材を再塗布し、その後の遮塩性についても検
討した。図 9 に塩分浸透深さの結果を示す。こ
れによれば、含浸材を塗布したケースでは、無
塗布のケースと比較して、塩分浸透が浅いこと
を確認できた。次に、50 無（W/C50％、無塗布）
のケースの塩分浸透深さに対する、塗布したケ
ースの塩分浸透深さを、遮塩性として百分率で
表し、その経時変化を図 10 に示す。この図に
よれば、水セメント比に拘わらず 10 年までの
遮塩性は 85%であることが認められた。しかし
ながら、20 年が経過すると、遮塩性は 10～
35%に低下した。したがって、シラン系含浸
材の遮塩効果は、10～20 年の間で失われると
判断できた。さらに、含浸材を再塗布したケースで
は何れも、塩分浸透深さが 0.0mm になり、完全に遮
塩されることを確認できた。 

また、電気防食による補修と FRP 棒材の埋め込み
による補強を同時に行う工法について検討も行っ
た。すなわち、図 11 に示すように被補強側の部材に
対して表面に溝を掘り、この溝に電気防食工法によ
る陽極材と耐食性の高い補強材を同時期に埋め込
む工法である。実験の結果、かぶりコンクリートの
打ち替えの有無が防食電流の通電状況に大きく影
響を与えないこと、ならびに十分な定着長を有する
ステンレス鉄筋を埋め込むことによって良好な補
強効果が得られることを明らかにした。 
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図 9 含浸材塗布後の塩分浸透深さ 

図 10 遮塩性の経時変化 

図 11 表面埋込工法のイメージ 

図 8 鉄筋周囲の弾性波速度と付着強度の関係 
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