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1.   はじめに 
港湾構造物は厳しい塩害環境下にあり，特

に桟橋は海上に設置されているため，桁・ス

ラブの下面や鋼管と上部工の接合部などに生

じた変状を確認するためには，点検・調査に

大きな労力を要する．港湾構造物の点検と維

持管理を合理化するためには，桟橋上からで

も構造物の内部や下面の損傷を評価できる簡

便な非破壊試験法の開発が望まれる． 
本研究は，桟橋上から加振することによっ

て構造物内部や下面の損傷を検知できる点検

技術を提案する．提案技術は図－1 に示すよ

うに，加振器により部材厚さ方向の局所的な

共振を励起し (以下，局所振動)，共振周波数

や剛性の低下に着目して，ひび割れなどの損

傷を捉える．本研究では，RC 構造と，防錆の

ために鋼部材に RC 巻立した SRC 構造を対象

として，損傷同定に関する基礎検討を行った． 
 

2.   実験概要 
図－2 に示す RC および SRC はり供試体を

作製した．鋼材およびコンクリートは普通強

度材料を使用した．これらの供試体に対して，

静的 4 点曲げ載荷試験を行った．載荷パター

ンは降伏変位 y を基準として，6 yまでの整数

倍ごとに片押しの載荷と除荷を繰り返した．

除荷時に荷重が零の状態でひび割れ図の作成

と写真－1 に示す局所振動試験を行った．供

試体上面の軸方向に 200 mm 間隔の測定点を

設け，各測点において局所振動試験を行った．

加振方法は正弦波を用いたスイープ加振と

し，加速度振幅を 1 m/s2 に一定制御して，周

波数帯域 1000～6000 Hz まで 18 秒間で直線的

に上昇させた．このとき，加振点付近に加速

度センサを貼付して，共振曲線 (周波数応答曲

線) を測定した． 

検査範囲 

加振器 

図－1 局所振動試験の概略図 

加振器 

写真－1 局所振動試験の状況 
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図－2 供試体概略図 
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3.   実験結果 
RC および SRC 供試体の荷重－変位関係と

ひび割れ図をそれぞれ図－3 と図－4 に示す．

SRC 供試体は H 形鋼が埋め込まれているため

最大荷重が大きく，等曲げ区間よりも外側で

は斜め方向のひび割れが多く見られた． 
局所振動試験による共振周波数の軸方向分

布を図－5 に示す．図の横軸はスパン中央か

らの距離，縦軸は健全状態の共振周波数 f0 で

基準化した共振周波数比 f / f0 を示した．なお，

RC および SRC 供試体の健全状態の共振周波

数 f0 はそれぞれ 4112 Hz と 3878 Hz であった．

RC 供試体では載荷点付近において共振周波

数が低下する傾向が示され，ひび割れ図とも

良好に対応した．一方，SRC 供試体では共振

周波数比の低下が大きく，その範囲も全長に

及んでおり，ひび割れ図との相関はなかった． 
波の回折理論を参照すると，波長に占める

空隙の割合と共振周波数比には線形関係が見

出せる． 
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ここで，  は波長であり断面高さの 2 倍が与

えられる．D は空隙長さであり，加振方向に

投影した空隙面積の相乗平均で与えられる． 
図－5 (b) より，SRC 供試体の共振周波数比

f / f0 は 0.5 程度である．式 (1) より，D  400 
(mm)，D2  160,000 (mm2) となる．実際には，

共振周波数が低下する範囲が全長に及ぶた

め，一辺は波長  に等しく，空隙幅は 160,000 
/800  200 (mm) となる．これは鉄骨のフラン

ジ幅と一致するため，図－5 (b) は載荷に伴う

鋼とコンクリートの付着損失を示していると

考えられる． 
一方，図－5 (a) の RC 供試体の共振周波数

比 f / f0 は 0.75 程度である．式 (1) より，D  200 
(mm)，D2  40,000 (mm2)となる．実際には，

曲げひび割れは断面幅を貫通しているため，

一辺は波長  に等しく，空隙長さは 40,000/800 
 50 (mm) となる．部材軸に対するひび割れ角

度   tan 1(400/50)  82 であり，鉛直方向の曲

げひび割れを捉えていると考えられる． 
以上より，提案する局所振動試験は供試体

上面からの測定によって，供試体内部の鋼と

コンクリートの付着損失や，供試体下面に生

じた曲げひび割れなどの損傷を推定できるこ

とが確認できた． 

 

0 10 20 30 40
0

200

400

変位 (mm) 

荷
重

 (k
N

) 

SRC 供試体 

RC 供試体 

図－3 荷重－変位関係 

(a)  RC 供試体 

(b)  SRC 供試体 

図－4 ひび割れ図 (6 y 載荷終了時) 
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図－5 共振周波数の分布 



 

4.   まとめ 
RC および SRC はり供試体を用いた基礎検討によって，以下の知見が得られた． 

 加振器を用いた局所振動試験法を提示した．供試体上面からの加振と測定によって，

供試体内部の鋼とコンクリートの付着損失や，供試体下面に生じた曲げひび割れを検

知することができた． 
 健全に対する共振周波数の比率を共振周波数比と定義した．波長に占める空隙の割合

と共振周波数比には線形関係があることを示した．この評価式によって，目視できな

い構造物内部や背面の損傷状態を推定できる． 
 
本研究は加振器を用いた構造物の非破壊試験法を新たに提案するものであり，特に桟

橋上からコンクリート上部工や鋼管接合部に生じた塩害劣化 (腐食ひび割れ) を推定する

ことが期待される．供試体を用いた基礎検討によって，ひび割れや鋼とコンクリートの

付着損失に対して損傷同定の可能性を見出した．今後は現場試験での実証や，点検デー

タを活用した構造性能評価および設計荷重に対する安全性評価 (破壊確率の算定) に繋

げていく． 
 

 


