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1. はじめに 
 
 ここでは、応募申請書に記載した研究開発計画を述べる。 
 
1.1 研究開発の目的・意義  
 

直杭式横桟橋等で用いられている多数の PC 梁・PC 床版を対象に、打撃振動測定に

より固有振動数と固有振動モードを断続定期的にモニタリングすることで、対象の総

合的損傷程度の一指標として評価し、詳細点検の優先順位付けや残存性能評価などに

活用できる技術を開発するのが目的である。モニタリング機器を設置・運用するため

の初期コスト・運用コストを不要とし、構造物を稼働したままで簡易にできるため低

コストで実現が可能となり、初期値計測、定期計測していれば客観的に評価できるた

め、目視点検と評価に伴う主観的評価を補完できるという意義がある。 
 

1.2 研究開発の概要  
 
本研究開発では、2 つの実施事項すなわち、損傷試験体の載荷試験振動測定と実構

造物振動測定よりなる。それらに基づき損傷評価法（案）を作成する。 
（１）損傷試験体の載荷試験振動測定 

想定される損傷を模擬した「損傷試験体 PC 桁」を制作し、損傷と固有振動モード・

固有振動数の相関を調べる。 
また、無損傷／損傷試験体の載荷試験により、載荷により損傷の進展した状態での

PC 桁の固有振動数の変化を調べ、損傷と固有振動数の相関を調べる。 
（２）実構造物における打撃振動試験の実施 

新設・経年の PC 桟橋について、それぞれ多数の PC 梁について打撃振動試験を実施

し、固有振動数の統計的性質を明らかにするとともに、点検結果との関連を調査する。

もしくは、固有振動数の低い PC 桁について、点検を実施する。 
（３）打撃振動試験による損傷評価法（案）の提案 

以上の２つの実施項目の成果に基づいて、打撃振動試験による損傷評価法の案につ

いてまとめ、提案する。図 1.1 に研究開発のフローを示す。 
 

 
図 1.1 研究開発のフロー 
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1.3 研究開発の方法 
 
（１）損傷試験体の載荷試験振動測定 

想定される損傷を模擬した「損傷試験体 PC 桁」を制作し、損傷と固有振動モード・

固有振動数の相関という基礎的理解 1)を確認する。また、無損傷／損傷試験体の段階

載荷試験により、載荷により損傷の進展した状態での PC 桁の固有振動数の変化を調

べ、損傷と固有振動数の相関を調べる。 
試験用 PC 桁は、PC 製作会社工場に委託し、載荷試験も実施補助を委託する。段階

載荷試験の際、可視損傷であるひびわれを主な損傷とするが、可視前の固有振動数の

低下が、桁内部の微損傷（マイクロクラック）によることを実証することが必要であ

る。不可視損傷発生時の AE 波動を AE センサーで位置評定・規模推定することで、

グローバルな特性（固有振動数）とローカルな特性（損傷）の相関を明らかにする。 
振動測定は、段階載荷の各段階除荷後に載荷装置を外して、ハンマー打撃による自

由振動を振動計により実施する。固有振動モードと固有振動数を求め、載荷荷重履歴

に伴う変化を整理する AE 測定は、段階載荷の載荷・除荷時に AE センサーで実施す

る。評定位置、AE 振幅について載荷荷重履歴に伴う変化を整理する。図 1.2 に段階載

荷実験（AE 測定含む）と打撃振動試験の実施と結果の整理方法を示す。 
 

 
 

図 1.2 段階載荷実験（AE 測定含む）と打撃振動試験の実施と結果の整理方法 
 

（２）実構造物における打撃振動試験の実施 
同形式の新設・経年の PC 桟橋について、港湾管理者の助言・資料提供を受け、そ

れぞれ同地点多数の PC 梁について打撃振動試験を実施し、固有振動数の統計的性質

を明らかにするとともに、点検結果（による損傷程度）と固有振動数の関連を調査し、

相関を明らかにする。 
条件の許す範囲で、固有振動数の低い PC 桁について、詳細な目視点検を実施する。

これら実地の打撃振動試験にあたっては、打点、測定点の位置出し測量は、外部に委



3 
 

託する。 
図 1.3 に現場における PC 桁の打撃振動試験の実施と結果の整理方法を示す。 
 

 
図 1.3 現場における PC 桁の打撃振動試験の実施と結果の整理方法 

 
（３）打撃振動試験による損傷評価法（案）の提案 

以上の２つの実施項目の成果に基づいて、打撃振動試験による損傷評価法 3)の案に

ついてまとめ、提案する。 
不可視損傷・可視損傷の分布・程度と固有振動モード・固有振動数低下率の相関に

ついて整理し、以下を含むものとする。 
・打撃振動試験法（試験、解析）の標準化 
・固有振動モードの変化（振動の節位置の偏り）による損傷有無・位置の判定法 
・固有振動数の変化（初期値・設計値を基準とする）による全体損傷程度の評価法 
・打撃振動試験による損傷評価法（案）の作成 

 
（１）から（３）まで 1 年目で実施して全体型を提示するが、実験ケース数の制限

から、終了まで 2 年間を考えている。 
なお、打撃振動試験法 4)そのものは、すでに申請者により開発済であり、打点座標

を測量で位置出しが済んでいれば、床版一つ（桁一つ）当たり 30 分程度で実施できる。 
 

1.4 研究開発の範囲 
 

直杭式横桟橋等で用いられている多数の PC 梁・PC 床版を対象に打撃振動測定に

より得られる固有振動数と固有振動モードを基に、対象の総合的損傷程度の一指標と

して評価し、詳細点検の優先順位付けや残存性能評価などに活用できる技術を開発す

る。そのための根拠となるローカルな損傷とグローバルな固有振動数の変化の相関を

PC 桁の段階的載荷試験により確認する。 
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2. 研究開発の実施内容 
 
2.1 課題の客観的把握 
 

2016 年 5 月に港湾空港技術研究所の構造研究領域長の山路徹様、構造研究グループ

長の加藤絵万様と本研究について意見交換をさせていただき、課題など指摘していた

だいた。振動測定の有効性、試験体と実構造物への適用性、実構造物の境界条件の複

雑性が課題であるとの指摘があり、課題が再確認できた。 
 

2.2 損傷試験体の載荷試験振動測定 
 
(1) 小試験体による予備実験 
 2 点載荷による RC 梁試験体に対して、載荷前の状態とクラック進展と破壊後の状態

で超音波測定と打撃振動測定を実施した。（6～7 月） 
超音波速度分布は、曲げとせん断ひびわれが多く入った梁中央部の特に下部で大き

く低下していた。今後、ひび割れ密度と超音波速度低下割合の関係を明らかにする必

要がある。 
打撃振動測定の結果、載荷前後で卓越振

動数が 17Hz から 30Hz に向上するという

結果が得られたが、これはサンプリング振

動数が 200Hz であったため、100Hz が

Nyquist 振動数となり、折り込まれた

（Folding）された結果である。

(200-17)=183 Hz から(200-39)=170 Hz に

低下したものと推察される。（再度、実験に

よって確認予定） 
 このように、小試験体での予備実験で、

目視ひびわれの進展－超音波速度の低下－

梁の固有振動数の低下という対応が確認できた。 
 
(2) 実物梁試験体の設計 
 曲げ破壊先行（M 試験体）とせん断破壊先行

（S 試験体）の試験体を設計して、段階載荷に

よる力学的損傷を進展させ、目視ひびわれの進

展－超音波速度の低下－梁の固有振動数の低下

という対応を確認すること、AE 測定による不

可視・可視ひびわれの進展をモニターすること

で、定量的に可視損傷と非破壊試験（超音波速

度やインパルスハンマー反発値）・振動試験（固

有振動数）の評価値との相関を明らかにするこ

とが目的である。 
 曲げ耐力、せん断耐力、載荷装置性能の３点

から長さ 5.5m の RC 試験体を設計すること

に 9 月末に着手した。10-11 月にかけて設計

した結果、昨年度独自に実施した断面の 60%

図 2.1 小型RC梁試験体による予備実

験（梁側面の 3 段の点群は超音波測定

位置のグリース、梁側面にクラックが

目視できる） 

図 2.2 段階載荷用 RC 梁試験体の配

筋断面図（上：A、B 試験体、下：M、

S 試験体） 
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の主筋が適していることが分かった。図 2.2 
に段階載荷用 RC 梁試験体の配筋断面図（上：

A、B 試験体、下：M、S 試験体）を示す。また、

せん断破壊を先行させるためには、高いコンク

リート強度のため、せん断補強筋はないのが望

ましいが、ここでは M 試験体の 2 倍の間隔の配

筋とした。図 2.3 段階載荷用 RC 梁試験体の

配筋縦断面（上：A、B 試験体、下：M、S 試験

体） 
 11 月 11 日（金）、鉄筋加工・組み立て状況

確認した（図 2.4 に M 試験体の鉄筋組み立て

完了の様子を示す）。11 月 12 日（土）にコ

ンクリート打設、11 月 14 日（月）脱型し

た。この日より円柱供試体の超音波速度測

定を実施した。 
 なお、この段階載荷試験の試験体の製作

は、株式会社愛橋の PC 工場に委託した。

表 2.1 に試験体コンクリートの示方配合表

を示す。28 日強度で 50N/mm2 のものであ

るが、14 日強度で 60.0、61.0、58.6 平均

59.9N/mm2 であった。 
 
(3) 実物梁試験体（A、B）の段階載荷実

験と打撃振動試験および超音波測定 
M/S 試験体は 2016 年 11 月 11 日鉄筋組

み立て完了、11 月 12 日コンクリート打設、

11 月 14 日脱型、11 月 21 日、11 月 22 日

に初期状態での振動測定を実施した。21 日

の振動測定で試験体梁の支持状態の不適切

と思われるスペクトルとなったため、22 日

に支持状態を変更して再度振動試験を実施

した。また、11 月 21 日と 22 日にはコンク

リートの円柱供試体 12 本（C-1 から C-12）
の超音波測定（5 箇所/本）を実施した。ま

た、梁試験体の支点予定部より外側の 2 箇

所/端部で超音波測定を実施した。 
載荷中の AE 測定について研究協力者の

都合のためできなくなったので、段階載荷

試験の対象を M/S 試験体から、A/B 試験体

に変更した。M/S 試験体は 2 月 20 日の週

に載荷試験を行うこととなった。 
振動実験と超音波測定を行いながらの段

階載荷試験の手順・規模・時間進行を正確に見積もるために、昨年度載荷した RC 梁

試験体（A、B 試験体）を再載荷した（11 月 24、25 日）。図 2.5 A 試験体の段階載

荷試験の様子を示す。 
その結果、昨年度は 16 トンまでの載荷で固有振動数の低下が見られたが、今年度は、

図 2.3 段階載荷用 RC 梁試験体の配筋縦

断面（上：A、B 試験体、下：M、S 試験

体） 

図 2.4 M 試験体の鉄筋組み立て完了

の様子 

表 2.1 試験体コンクリート示方配合表 
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開始前にひび割れが進展していた。ピーク

荷重を 3 トンずつ増やしながらの段階載荷

を行い、21 トンの載荷除荷の後、試験体 A
では 23 トンまで載荷しても、たわみは増加

するもののそれまでと比べてひび割れが伸

びず、固有振動数も低下しないことがわか

ったので、荷重増加を中止した。図 2.6 に

A 試験体の最大荷重 23 トン載荷時の梁の

たわみを示す。なお、試験体 B は、24.5 ト

ンまで載荷した。 
一方、載荷中の桁の断面方向の超音波速

度は、曲げひび割れの発達した中央部の中

心より下で、最大で 5%程度の低下が見られ

た。 
 
(3) 実物梁試験体（M）の段階載荷実験・

AE 測定と打撃振動試験および超音波測定 
 2017 年 2 月 21 日に段階載荷実験を実施

した。載荷中の AE 測定の実施にあたって

は、京都大学学際融合教育研究推進センタ

ーインフラシステムマネジメント拠点ユニ

ットに依頼して、橋本勝文特定講師に協力

してもらった。 

図 2.7 試験体 M の段階載荷試験の荷重-時間経過図 
 

図 2.7 に試験体 M の段階載荷試験の荷重-時間経過図を示す。16 トン載荷の予定で

あったが、クラックの進展が伸び悩んだこと、予定より遅くまでかかったことから、

最大荷重 10 トンの除荷後に実験を終了した。 
図 2.8 に段階載荷試験の最大荷重 10 トン載荷時のセンサー配置とクラックの発生状

況を示す。段階載荷の初期から AE が発生し、ひび割れ発生前の載荷後の固有周期は

既に低下が始まり、また AE が発生した。後の段階でのひび割れの発生と集中的な AE
発生から、初期の AE が内部のマイクロクラックによるものと推察され、固有振動数

の低下は、このようなひび割れとして顕在化する前の内部のマイクロクラックに起因

して固有振動数が低下することが明らかとなった。 

図 2.5 A 試験体の段階載荷試験の様

子（梁の上の函体は振動計） 

図 2.6 A 試験体の最大荷重 23 トン載

荷時の梁のたわみ 
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2.3 実構造物における打撃振動試験の実施 

 
(1) 愛媛県外の PC 桟橋 

6 月から 7 月にかけて、SCOPE（港湾空港総

合技術センター）の協力により、熊本県、東京

港、神戸港にある PC 桟橋のある港湾管理者に

協力を仰いだ。 
2016 年 7 月に、東京港管理事務所ふ頭運営課

を訪問して、実験場所の選定を協議した。PC
桟橋の内、実施可能性が高く適切であると思わ

れた晴海ふ頭について HI･HJ、HK･HL を対象

に実験を行うことを決めたが、都合がつかず今

年度は行えなかった。 

図 2.8 M 試験体の最大荷重 10 トン載荷時のクラック発生状況とセンサー配置 

図 2.9 東京港晴海ふ頭の HI 桟橋 
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(2) 愛媛県内の PC 桟橋 
愛媛県内には、松山港と八幡浜港に PC

桟橋の施工実績がある。 
松山港の外港物揚場の PC 桟橋について

は、愛媛県管理であるが、国の建設である

ことや点検は国が代行して実施したことか

ら、国土交通省四国地方整備局の松山港湾

空港事務所より図面を入手し、協力を仰い

だ。 
対象となる PC 桟橋は松山港外港物揚場

4.5m 岸壁である。図 2.10 に松山港外港物

揚場 4.5m 岸壁を示すが、奥の方は、RC 岸

壁、手前は重力式岸壁で、中間部分が PC 桟橋形式の岸壁である。図 2.11 に松山港外

港物揚場 4.5m 岸壁（PC 桟橋部分）の構造断面図を示す。 
管理者である県の中予地方局と松山港管理事務所に振動実験を実施できるよう許可

を得て、現地打撃振動測定を実施した。 
 

 

 
 10 月 26 日に当該箇所 1 区間で予備実

験を行い、実験が可能で固有振動数を得

られることを明らかにした（地盤工学会

四国支部技術研究発表会（11 月 18 日）

で発表）。 
 11 月 30 日に、当該箇所全 3 区間で振

動実験を行った。また、12 月 26 日には、

国土交通省四国地方整備局の松山港湾空

港事務所の協力を得て、海側より船で PC
桟橋を目視観察した。 

図 2.10 松山港外港物揚場 4.5m 岸壁 

図 2.12 松山港外港物揚場 4.5m 岸壁

での打撃振動試験の様子 

図 2.11 松山港外港物揚場 4.5m 岸壁（PC 桟橋部分）の構造断面図 
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3.  鉄筋コンクリート梁の多段階曲げ載荷実験（試験体 A,B：AE 測定なし） 
 
(1) はじめに 
 PC 桟橋（あるいは RC 桟橋）の損傷評価のための振動測定の有効性を明らかにする

ことを目的として、鉄筋コンクリート梁(以下、RC 梁)の多段階曲げ載荷実験とハンマ

ー打撃振動測定を行った。ここでは、載荷による力学的損傷の進展と単純梁の 1 次曲

げモードの固有振動数の変化の関係を明らかにする。 
 
(2) 実験の対象と方法 

試験体 A、B を対象にしたものである。図 3.1 に RC 梁試験体の正面図と断面図及び

実験方法を示す。RC 梁は幅 64 cm、高さ 35 cm の矩形断面で下端が 70 cm に拡幅され

ている。RC 梁の長さは 5.5 m、4 点曲げ試験の際の単純梁としての支間長は 5.0 m であ

る。この RC 梁では、D19 の主筋を断面上側に 6 本、下側に 10 本、D10 のせん断補強

筋を 30 cm 間隔で配置した。コンクリートの配合強度は 61 N/mm2 で、梁の計算終局曲

げ耐力に相当する荷重は 236 kN である。この試験体のうち一方は、中央部に深さ 5cm、

幅 20cm の欠損を設けてあり、欠損のない梁を試験体 A、欠損のある梁を試験体 B と

する。 

125 100 75 1252525

25 25

5 518×30
3 364

545 5

35 25
5

5

25
3 7

70D10 10×D19

6×D19

載荷位置

振動計位置

打撃位置

単位:cm

25

40 40220200

変位計位置

 
図 3.1 RC 梁試験体の正面図と断面図及び

実験方法 
 
段階的載荷による影響を受けた RC 梁の卓

越振動数の変化を調べる目的のため、多段階

載荷を採用した。10 kN ずつ荷重を増加させ

荷重とたわみを計測し、各段階の最大荷重を

30、 60、 90、 120、 150 kN として、最大

荷重で一定時間荷重を保持してクラック観察

を行い、その後 0 kN まで除荷して上載載荷器

具を取り除いて、振動計を設置してハンマー

打撃による振動実験を行うという一連の手順

0
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図-2 静的段階載荷計画
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荷重保持
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載荷速度
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図 3.2 段階載荷計画 
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を繰り返し実施した。試験最大荷重の 150 kN は、計算終局荷重 Pu の 70%程度に相当

する。載荷は 4 点載荷とし、載荷点間隔は 50 cm、載荷速度は 10 kN/min である。 
振動実験では、振動計を RC 梁試験体の中心軸上に設置し、ハンマー打撃による梁

の振動を測定した。支点間の 1/4、1/2、3/4 地点を木槌で、25 秒間隔で各 2 回ずつ打撃

した。振動計は 3 成分の感震器と AD 変換器が内蔵された 0.5～20 Hz で平坦な利得の

動コイル型速度計 GEODAQS（ANET 社製）2 台を用いた。サンプリング周波数は 200 
Hz、データ長は 60 秒である。20 秒間のデータを抽出しスペクトル解析を行った。  

 
(3) 多段階載荷実験の結果と考察 
 図 3.3 に試験体 A と B の荷重たわみ履

歴を示す。最大 30 kN の載荷除荷では線

形で残留たわみはなく、50 kN で非線形

となり、最大 60 kN の除荷後に残留たわ

みが現れ始めた。荷重の増加に伴い塑性

化の進行、除荷後の残留たわみの増大、

除荷時剛性の低下が確認できる。 
図 3.4 に最大荷重 150 kN 載荷後の可視

クラックの進展状況を示す。可視クラッ

クは 60 kN 載荷時に発生し始め、支間長

の 1/4 から 3/4 の区間でクラックが発生し

た。 
 
 

試験体
A

試験体
B

 
図 3.4 最大荷重 150 kN 載荷後の可視クラックの進展状況 

 
要約すれば、試験体 A と B は荷重たわみ履歴図がほぼ同じで、クラックの発生状況

もほぼ等しいことから、欠損の影響はほとんどないと言える。また、最大荷重の増加

とともにクラックの増加や残留たわみの増大という損傷の進展が見られ、載荷・除荷

時剛性の低下という損傷に起因する特性変化が確認できる。 
 
 

図 3.3 試験体 A の荷重たわみ履歴 
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（4） 多段階荷重履歴後の振動実験の結果と考察 
図 3.5 に試験体 A における処女載荷前

と最大荷重 150 kN 載荷後に行った打撃

振動試験による梁中央付近における鉛直

成分の速度の時刻歴とフーリエスペクト

ルを示す。時刻歴で 20 波分の時間は処女

載荷前の 0.860 秒が 150 kN 載荷後には

0.910 秒となり、1 波あたり 0.0430 秒から

0.0455 秒へと長周期化した。スペクトル

での鋭い明瞭なピークの 1 次卓越振動数

は、処女載荷前の 23.3 Hz が載荷とともに

低下し、150 kN 載荷後には 22.1 Hz とな

った。 
図 3.6 に各最大履歴荷重とスペクトル

解析により得られた 1 次卓越振動数との

関係を示す。最大履歴荷重の進行に伴い

試験体 A、B 共に 1 次卓越振動数の値が

有意に低下している様子が確認できる。

また、1 次卓越振動数のモード形は 1 次

曲げモードであると別途確認済みである。 
1 次卓越振動数の振動モードは単純梁

としての 1 次曲げモードであることは別

途確認済みである。単純梁の 1 次曲げ固

有振動数は、単純梁の理論式で求められ

る。 

 
 (f:1 次固有振動数(Hz)、 :1 次固有円振

動数(rad/s)、L:支間長(m)、E:ヤング係数

(N/m²)、I:断面 2 次モーメント(m⁴)、ρ:密
度(kg/m³)、A:断面積(m²)) 

式(1)に基づけば 1 次固有振動数の低下

は、曲げ剛性 EI の低下と理解できるが、

この剛性の低下は載荷による損傷の進展

に伴うものであることを示唆している。 
 
次に損傷の進展による RC 梁の静的剛

性の低下と 1 次曲げ振動数の低下の関係

を考察する。実験結果を一般的視点から議論できるように、それぞれの値を初期値で

正規化した。これにより低下率の相関として考察できる。図 3.7 に正規化 1 次曲げ振動

数と正規化除荷時剛性についての関係を示す。試験体 A、B の 1 次卓越振動数と除荷

時剛性との相関係数が共に 0.996 となり、高い相関がある。これは、固有振動数と剛性

の変化に関係があること、すなわち、その低下の大きさには違いがあるものの動的な
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剛性の変化と静的な剛性の変化にも相関関

係があることを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（5）損傷の進展と固有振動数の変化の関係 
損傷としては可視クラックと残留たわみ

がある。そこで、載荷荷重の増大に伴うそ

れらの指標の増長と固有振動数の低下の関

係を考察する。 
図 3.8 に損傷指標としてのクラックの総

延長（鉛直距離）と中央部の残留たわみに

対する正規化 1 次固有振動数（処女載荷前

の 1 次固有振動数 f0 に対する第 i 段階載荷

後の 1 次固有振動数 fi の比、fi /f0）の関係を

示す。損傷が大きくなるほど固有振動数が

低下することがわかる。ただし、低下割合

は最大でも 5%程度に過ぎない。一方、可視

損傷が認められない第 1 段階（30kN）載荷

後でも固有振動数に 1%の低下が認められ

ることがわかる。 
図 3.9 に正規化除荷時剛性（最大 30 kN

載荷時の除荷時剛性 K0 に対する第 i 段階載

荷後の除荷時剛性 Ki の比、Ki /K0）と正規

化固有振動数の関係を示す。段階載荷によ

る損傷の進行により梁の除荷時剛性が低下

するが、それが正規化 1 次卓越振動数の低

下とおおよそ線形の対応関係を示している。

後者は 4 章で前述したように動的な（挙動

を支配する）剛性低下と理解でき、約 95%
への振動数低下は約 90%の曲げ剛性低下を

意味するが、除荷時剛性の約 50%への低下

に比べると低下割合は小さい。 
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図 3.8 クラックの総延長と中央部の残

留たわみに対する梁の正規化 1次固有振

動数の関係 

図 3.9 正規化除荷時剛性と正規化固有
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（6）結論 
2 つの RC 梁試験体を対象に段階載荷実験を行い、損傷と固有振動数の変化について

考察した。得られた結果は以下の通りである。 
(1) 段階的な載荷の進行に伴い、損傷が進展し静的に剛性が低下する様子が観測で

きた。 
(2) 段階的な載荷の進行に伴い、固有振動数が低下し動的に剛性が低下する様子が

確認できた。 
(3) 固有振動数と除荷時剛性、即ち動的な剛性の変化と静的な剛性の変化には正の

高い相関関係がある。 
(4) 単純梁としての多段階曲げ載荷を受けた RC 梁にはクラックの進展や残留変位

の増大という損傷の進展とともに固有振動数が低下する因果関係を定量的に示した。 
(5) 可視損傷が現れる前に固有振動数の低下することを示した。  
 
 

4.  鉄筋コンクリート梁の多段階曲げ載荷実験（試験体 M：AE 測定あり） 
 

（1）M 試験体の目的 
試験体 A,B で得られた結論は、試験体 M でも得られた。ここでは、AE 測定に焦点

を当てて、可視損傷であるコンクリート部材表面に現れるクラックと不可視損傷であ

る部材内部のマイクロクラックや鉄筋とコンクリートの境界面で生じるであろう破壊

に起因する AE との関係について考察するとともに、可視クラックが生じる前に固有

振動数が低下する際にも AE が多数発生することから、固有振動数の低下は、可視損

傷よりも敏感に損傷を探知できる潜在能力があることを示す。 
 

 

 
 

図 4.1 試験体 M のセンサー配置と載荷位置の関係 
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（2）段階載荷試験の荷重たわみ履歴と可視損傷（クラック）の進展 
図 4.2 に M 試験体の段階載荷時の荷重た

わみ履歴を示す。各段階の最大荷重での荷

重維持が不完全で荷重が下がっている。ジ

ャッキ操作の不慣れと思われる。 
図 2.7 に示したような段階荷重載荷をし

ている。最初に最大荷重 20 kN の載荷を 2
度している。これはなじみを目的としてい

る。この 2 回の載荷では残留たわみは現れ

ず、おおむね弾性的挙動である。 
しかし、40 kN の載荷の後には、わずか

ではあるが残留たわみが生じている。60 kN
の載荷の後 0.6mm、80 kN の後 1.5mm、100 
kN の後には 2mm の残留たわみが生じてい

る。 
図 4.3 に M 試験体の各段階の最大処女荷重載荷時のクラック分布を示す。20kN 載荷

時にはクラックは出現しなかった。また、2 度目の 20kN 載荷時も、40kN 載荷途中の

20kN 載荷時にもクラックは出現しなかった。40kN 載荷途中の 30kN 載荷時も出現しな

かったが、40kN 載荷時に始めて出現した。 
したがって、荷重たわみ履歴からの残留たわみとクラック出現・進展の様子は整合して

いる。 
 

 
図 4.3  M 試験体の各段階の最大処女荷重載荷時のクラック分布 

図 4.2  M 試験体の段階載荷時の荷重

たわみ履歴 
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（3） AE 測定 
 AE 測定は、載荷時の 10kN ずつの荷重増加ごとに分割して行い、目標の荷重に達した

後にモニターして AE イベントが落ち着いたら終了するようにして測定した。測定のサン

プリング時間は 1 s である。結果として、測定開始の 20～60 秒間のまた、除荷時も測定

した（除荷は制御できないため一気に下がる）。順に 1 から連番をつけて xx 番目のデータ

を testxx としたので、20, 20, 40, 60, 80, 100 kN の test 番号は、2, 5, 10, 17, 26, 37 で

ある。 
図 4.4 に M 試験体の段階載荷時での AE 信号総ヒット数（16 チャンネル分）の推移を

示す。20, 20, 40, 60, 80, 100 kN のかわりに 2, 2, 4, 6, 8, 10 t と表記している。処女荷重

載荷時にそれ以前より大きく伸びることがわかる。20kN は処女荷重とともに 30kN にな

るまで 3 回経験しているが、処女荷重での AE 発生が最多である。さらに 40, 60 kN を経

験しても処女荷重での AE 発生が最多（約 4000）である。 
可視クラックの発現した最初の 40kN 載荷時では、ヒット数は 4000 に及ぶ。図 4.4 に

は、クラックの出現・延伸した荷重を処女荷重と経験荷重に分けて印を付けた。経験荷重

が大きくなるほど大きくなるようで、約 700, 約 1000, 約 3500 である。また、図 4.2 の

荷重たわみ曲線で降伏を迎える 60kN 以上では、10000 を越えてると新たなクラックの発

生が認められる。 
したがって、この試験体では、100 以上 10000 未満では、潜在的マイクロクラックの進

展など内部損傷の進展に相当するものと推察される。 
 

 
 

図 4.4 M 試験体の段階載荷時での AE 信号総ヒット数（16 チャンネル分）の推移 
 

次に、図 4.5 に M 試験体の各段階最大荷重載荷時での位置評定された AE 分布を示す。

処女荷重 20kN では AE センサーの近傍での標定位置であるが、30kN では AE センサー

の位置とは関係なく主に梁下側に標定されている。40kN では下側の鉄筋（主鉄筋）に沿

うように分布し始めているのが特徴であり、クラックが生じるとともに、鉄筋とコンクリ

ートの付着が切れる際の AE の発生であると推察される。この傾向は、降伏を過ぎた 60kN
以上で顕著で下側鉄筋に沿って多くの AE が標定されている。クラックの発生と進展の状

況とよく調和している。また、80kN、100kN になると上側鉄筋の周囲にも標定されるよ

うに変化するという新たな特徴が認められる。 
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図 4.5 M 試験体の各段階最大荷重載荷時での位置評定された AE 分布 
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図 4.6 に M 試験体の 100kN 載荷時に測定された AE 波形の 2 例を示す。この 2 例は、

適当に選択したものであるが波形がかなり異なっている。今後は、クラック発生位置、引

張側鉄筋付近、圧縮側鉄筋付近、せん断補強筋付近、いずれの鉄筋からも離れた位置など

に区別して、位置別、荷重別（処女荷重、経験荷重）とも併せて検討する予定である。 
 

 
図 4.6 M 試験体の 100kN 載荷時に測定された AE 波形の 2 例 

 
図 4.7 に M 試験体の 100kN 載荷時に測定された AE 信号のチャンネル単位のヒット数

の消長である。縦軸は 1 秒当たりのヒット数、手前横軸は経過時間（秒）、奥行き軸はチ

ャンネルである。どのチャンネルもおよそ載荷から 4～8 秒で最も多くその後急速に減衰

するが、中央部の一部では、10～15 秒で再び活発になっており、クラックの進展による応

力再配分でさらにクラックが進展するという様子を反映している可能性がある。 

 
図 4.7 M 試験体の 100kN 載荷時に測定された AE 信号のヒット数の消長 
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5. 松山港の PC 桟橋式岸壁での適用性 
 
（1）はじめに 

構造物の損傷が進行し、その構造材をなす材料の劣化に伴い見かけの剛性が変化す

ることが想定される。見かけの剛性変化は、弾性論に従えば振動特性の変化となって

現れるはずであり、それを測定・評価することができれば、損傷の定量評価につなが

ると考えられる。そのような観点からのアプローチの研究は古くからあるが、いまだ

成功を収めているものは少ない。 
松山港の PC 桟橋を例に、現場で振動実験を行い、PC 桟橋の現場での振動特性につ

いて基礎的な検討を実施したので、その結果を報告する。図 2.10 に岸壁の遠望を示し

た。 
 

（2）PC 桟橋 
図 5.1 に PC 桟橋の構造概要を示す。 
突き出た桟橋や土留め陽へ擁壁の前面に

作られる岸壁などとして機能し、杭式桟橋

として海中の地盤に設置された杭の上に、

PC または RC の桁受けを設け、PC 梁また

は PC 床版で平版を構成するものである。 
PC 梁は鉛直の荷重を受け、また、海水の

飛沫の作用を受ける。このため経年に加え

て、力学的・化学的作用による損傷が懸念

され、維持管理上の課題である。 
PC 梁の損傷の進行に伴い、剛性が低下す

ることが想定される。この剛性劣化の全体的な評価、部位別評価を、振動特性の変化

を捉えて評価することにより損傷の程度を評価しようとするものである。固有振動モ

ードと固有振動数を簡易に効率よく捕らえることが肝要である。 
詳細な構造は図 2.11 に示した。図 5.2 に松山港外港-4.5m 物揚場岸壁の平面図を示

す。下側が海、上側が陸（左が北）である。赤く囲った部分が PC 桟橋部、左が RC
桟橋部、右側が重力式岸壁である。PC 桟橋部は 3 径間（スパン）あり、南よりスパン

1, 2, 3 とする。 
 

 
図 5.2 松山港外港-4.5m 物揚場岸壁の平面図 

 
 
（3）振動実験の方法 

PC 梁からなる床版を、ハンマー（かけや）で打撃し、打撃で励起された微小な振動

を高精度の速度計により検出するものである。橋梁では多くの事例を重ねてきたが、

図 5.1  PC 桟橋の構造概要 
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PC 桟橋は構造や境界条件が異なり、実行可

能性を確認することが必要である。今回は、

松山港の PC 桟橋で試行するものである。 
岸壁法線に平行方向に梁は延びている。

その径間の長さの 1/4、1/2、3/4 の位置を

それぞれ Q、M、TQ と称す。また、奥行き

方向は海側の端部付近にセンサーを置く線、

中央部の線、陸側端部付近の線を S、C、A
と称す。通常、センサーは、S ライン上の

M、Q または M、TQ の 2 点に 2 台設置す

ることにしている。図 5.3 にセンサー配置

を示す。図 5.4 に海側からの様子を示す。

青いペンキで色付けられた鋼管杭が認めら

れる。これが PC 梁を支えている。図 2.12
には、センサー配置の様子を示す。 

振動測定には 3 成分の感振器が内蔵され

た動コイル型速度計 GEODAQS（ANET 社

製）三成分の速度計であり、固有振動数

4.5Hz の動コイル型でコンデンサーシャン

トにより 0.5～20 Hz で平坦な利得を有す

る。測定条件は、 A/D 周波数 200Hz、デ

ータ長 120秒、カットオフは 40Hzである。

木製かけや（頭部寸法φ100 mm×230 mm、

重量 2.72 kg）を用いて床版面を打撃し、そ

の振動波形を測定した。図 5.5 にかけやに

よる打撃加振の様子を示す。サンプリング

周波数は 200Hz（一部では 500 Hz）で 120
秒間測定した。 

鉛直方向の速度時刻歴を対象に、測定デ

ータにドリフト補正をして分析した。図 5.6
に MC 打撃の MS センサーの上下方向速度

時刻歴を示す。打撃終了から 1 秒後以降は

単一振動数の自由減衰振動波形が見られる。

に大きく応答して、シンプルな波形であるこ

とがわかる。フーリエスペクトルから卓越振

動数を読み取とり、あらかじめ理論的に想定

できる振動数と、異なる打点の結果との比較

に基づく振動モードの特定により、固有振動

数を特定する。 
 

 
 
 
 
 

図 5.3 松山港 PC 岸壁のセンサー配置 

図 5.4 鋼管杭 PC 岸壁の海側の様子 

図 5.5 かけやによる打撃加振の様子 

図 5.6  MC 打撃の MS センサーの上下

方向速度時刻歴 



21 
 

（4）定型的実験の結果 
図 5.7 にスパン 1 の床版中心線上の径間

中央を打撃した際の、側方端部の径間中央

のフーリエスペクトル（MC 打撃の MS セ

ンサーの）を示す。上下動には 12Hz に卓

越振動数が明瞭に認められ、時刻歴におけ

るシンプルな波形はこの卓越が現れたもの

であり、PC 床版の一次固有振動数であると

考えられる。 
 
（5）径間ごとの違いと振動モードの確認 
 以上で、測定できることがわかったので、

11 月 30 日に PC 桟橋区間の 3 径間を全て

測定するとともに 1 月 25 日に振動モード

確認のための多点測定を行った（図 5.8 参

照）。 
図 5.9 にセンサー3 の MC 打撃時と MA

打撃時のフーリエスペクトルを示す。12.6 
Hz と 12.7Hz に明瞭な卓越が見られる。振

動モード確認して曲げ一次モードであるこ

とが確認できた。35Hz 付近のピークはね

じれ振動モードであると推察される。曲げ

1 次に対するねじれ 1 次の振幅の比は MA
打撃の方が大きい。これは端部打撃の方が

ねじれモードが励起されやすいためである。 
 
 
 

 
図 5.9 スパン 1 のセンサー3 の 2 つの打撃位置の際のフーリエスペクトル 

図 5.7 MC 打撃の MS センサーのフー

リエスペクトル（赤：X 成分，青：Y 成

分，黒：Z 成分） 

図 5.8 振動モード確認用の多点測定 
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（6）３つのスパンでの固有振動数の違い 
 各々のスパンに対して 15 箇所で 2 回ず

つ打撃したので、それらの統計量を求めた。

図 5.10 に各スパンの曲げ 1 次の卓越振動数

の正規分布を比較した。この図では、最も

振動数の高いスパン 3 を規準として「該当

スパン」と表記している。この結果より、

卓越振動数は、スパン 3 はスパン 1 と比べ

て統計的に有意に大きいと言える。 
 
 
（7）損傷との対応 
 卓越振動数の違いは、桁の損傷と因果

関係があると仮定されるが、点検記録で

は桁の損傷の違いがわからないので、こ

こでは、参考までに、舗装の亀裂の状態

と比較することにした。亀裂は独自に観

察して描いた。 
図 5.11に各スパンの舗装コンクリート

の亀裂分布を示す。いずれのスパンも軸

直角方向の亀裂が入っているが、中央部

分で亀裂の密度が増すわけでもなく、む

しろ、1/4 と 3/4 付近で増しており、中央

部分でコンクリート舗装の目地もあり、

桁の挙動と同じとはみなされないことが

わかる。 
 したがって、桁を直接に近接目視する

こと以外では評価が難しい。 
 
（8）結論 
 松山港の PC桟橋での現地実験を行い、

かけやを用いたハンマー打撃振動実験を

行い、1 次曲げ振動モードと 1 次ねじれ

振動モードを励起させて、明瞭に判断で

きるスペクトルを得ることができること

がわかった。 
 これらは安定して得ることができ、複

数回の測定結果を得て、統計的な検討が

できることもわかった。 
 ただし、損傷との相関については、PC
桟橋が直接の近接目視により損傷が詳細

に把握されていないため、検証すること

ができなかった。 
 

図 5.10 各スパンの曲げ 1 次の卓越振

動数の正規分布 

図 5.11 各スパンの舗装コンクリート

の亀裂分布（上からスパン 1,2,3） 
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6. 結 論 
 
 当初に予定していた研究計画をほぼ予定通り進めることができただけでなく、予想

していた結果が得られた。次年度は、一層進めて当初の目的を達成したい。 
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