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1. はじめに 
提案技術は，図-1 と図-2 示すように，加振器

によって構造物の局所的な振動を励起し，共振

周波数 (剛性) の低下により構造物内部や背面

側のひび割れや材料劣化を捉えるものである．

平成 29 年度の研究では，波動解析による評価モ

デルを構築し，既往の実験データとの比較によ

りモデルの妥当性を検討する．さらに，港湾桟

橋から採取した主桁の局所振動試験を行い，塩

害劣化に対する本手法の適用性を検討した． 
 

2.  FDTD 法による評価モデル 
RC はり供試体の概略図を図-3 に示す．模擬

空隙として厚さ 10 mm の発泡スチロール板を

引張鉄筋の上に固定し，コンクリートを打設し

た．コンクリートの材料特性は，音速が 3,660 
m/s，密度が 2,300 kg/m3，動弾性係数が 30,800 
N/mm2 であった．局所振動試験は，図-3 に示す

ように，はり上面から鉛直方向に正弦波を与え

た．加振器の基本設定は，加速度振幅を 2.0 m/s2

とし，3,000-9,000 Hz まで 2 分間で周波数を直線

的に上昇させた．このとき，加振点か

ら 5-10 cm 程度離れた位置に加速度セ

ンサを貼付し，共振曲線を測定した．

局所振動試験による共振周波数の分布

を図-4 に示す．図より，空隙箇所にお

いて共振周波数が低下することが示さ

れた． 
Finite Difference Time Domain (FDTD) 

法は，境界値問題を音圧と粒子速度の

漸化式によって解く波動解析手法であ

る．波動解析のメッシュサイズは 5 
mm，時間刻み t は 0.7 s，加振時間は 
215  t  22.9 (ms) とし，この間に正弦

波 (音圧) の周波数を 1,000-10,000 Hz まで上昇させた．波動解析による音圧の時刻歴応答を高速

フーリエ分析し，共振曲線を算定した．  

図-1 加振器の外観 

図-2 局所振動試験の概略図 
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図-3 RC はり供試体の概略図 



解析結果を図-4 に併せて示す．図より，

評価モデルは実験結果を良好に再現でき

た．これより，陸上からの桟橋の点検 (局
所振動試験) によって，構造物内部や下面

の空隙 (腐食ひび割れ) 箇所やその大きさ

を評価できると考えられる． 
 
3. 桟橋撤去桁の局所振動試験 
本桟橋は 1970 年に竣工されて，供用 47

年を経て再構築された．撤去桁の外観を図

-5 に示す．主桁は H 鋼を埋め込んだ充腹型

SRC 構造である．切り出した桁の長さは

2,660 mm，断面高さは 680-735 mm まで連

続的に変化している．図に示すように主桁

の外観には，①下面の剥落，②ウェブの軸

方向ひび割れ，③下面の軸方向ひび割れが

目視によって確認された．コア試験片 (直
径 68 mm 高さ 140 mm) によるコンクリー

トの材料特性は，音速が 3,760 m/s，密度が

1,980 kg/m3，動弾性係数が 28,000 N/mm2

であった．局所振動試験は，桁の上面から

長さ方向に 200 mm 間隔で行った．測定時

間の短縮を図るため，ホワイトノイズによ

るランダム加振とした．加振器の基本設定

は，周波数帯域 500-4,000 Hz に渡ってパワ

ースペクトル密度 (PSD) を 2 (m/s2)2/Hz に

一定制御した．加速度時刻歴波形の振幅の

実効値 (RMS) は 82 m/s2 であった．このと

き，加振点から 5-10 cm 程度離れた位置に

加速度センサを貼付し，5-10 秒間程度の応

答を平均化処理して共振曲線を測定した． 
 共振周波数の分布を図-6 に示す．図の縦

軸は，共振周波数の簡易算定値 f0を基準に

した共振周波数比 f / f0 である．図より，剥

落が生じている桁中央よりも左側の範囲

では，共振周波数比 f / f0 が 0.8 程度となっ

た．また，ウェブに軸方向ひび割れが生じ

た区間では f / f0 が 0.85-0.9 程度，下面に軸

方向ひび割れが生じた区間では f / f0 が 0.9
をやや上回る結果となった．これまでのコンクリート構造物の現場試験における共振周波数比の

ばらつきは変動係数 7.4 % であり，データの 95 % は 0.85-1.15 の範囲に含まれた．本手法の現場

試験精度を踏まえると，共振周波数比 0.85 を下回るデータが損傷箇所として判定可能であり，

主桁下面の剥落が生じた範囲と概ね対応した． 
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図-4 RC はり供試体の共振周波数の分布 
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図-5 塩害劣化した撤去桁の外観 

−1000 −500 0 500 10000.6

0.7

0.8

0.9

1

桁中央からの距離 (mm) 

共
振
周
波

数
比

 

図-6 撤去桁の共振周波数の分布 
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4. まとめ 
本研究によって得られた知見を以下に列挙する． 

1) 波動解析による局所振動試験の評価モデルを構築した．模擬空隙や切欠きを導入した既往の

実験データとの比較によって，評価モデルの妥当性を確認した．この評価モデルは，簡便か

つ高速計算を可能とするものであり，本手法により，点検データ (共振周波数) からコンクリ

ート構造物の損傷範囲や損傷状態を推定できると考えられる． 
2) 港湾桟橋から切り出した SRC 桁の局所振動試験では，主桁下面に剥落が生じた範囲におい

て共振周波数が大きく低下した．このことから，本手法は主桁下面の剥落に対して，陸上か

らでも点検できる可能性が示された． 
なお，上記の知見は供試体実験と撤去桁の測定によって得られた．平成 30 年度は，広範な構

造諸元や損傷状態に対して基礎データの充足を図るとともに，港湾桟橋の現場試験の実施も希望

している．また，この評価モデルを用いて，桟橋上部工の劣化状態の評価や，設計荷重に対する

構造物の安全性評価についても検討する予定である． 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


