招待論文
コンクリート構造物の比誘電率分布の推定
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あらまし コンクリート構造物の定期的な安全検査は重要である．非破壊検査の一つに電磁波レーダによる鉄
筋探査がある．電磁波レーダを利用すれば鉄筋の有無は容易に確認できる．しかし，コンクリート構造物の強度
計算には鉄筋の位置と半径の情報が必要である．特にコンクリート表面から鉄筋の上面までの距離はかぶりと呼
ばれ，建築基準法でその安全基準が定められている．かぶりを電磁波レーダで推定するためにはコンクリートの
比誘電率の値が必要である．しかし，コンクリートは不均質であり比誘電率分布は未知であるため，コンクリー
トを均質媒質と仮定してかぶりを推定しているのが現状である．本論文では，非破壊でコンクリートの比誘電率
分布と経日変化を測定する方法を提案し，測定結果を示している．また，得られた測定結果から比誘電率分布の
深さ依存性と経日変化の近似関数を求め，更に近似関数を鉄筋探査に利用する必要性を述べている．
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1. ま え が き

テナからコンクリート中に電磁波パルスを照射し，並

コンクリートは建造物，橋，トンネル及び堤防を初

乱波には，送信アンテナから受信アンテナに直接的に

めとして様々な構造物において幅広く利用されている．

伝わる直達波，コンクリート表面で反射され受信され

しかし近年，コンクリートの老朽化によりトンネルの

る表面反射波及びコンクリート中の鉄筋によって反射

崩落事故やコンクリート壁の崩落事故が相次いで起こ

される反射波が含まれている．送信アンテナと受信ア

り，構造物の安全検査の重要性が高まっている．コン

ンテナを同時に移動させて複数点で散乱波を受信し，

クリート構造物の検査は大きく分けてコンクリートの

鉄筋からの反射波を抽出する．最後に，鉄筋からの反

品質 (強度) 調査，内部欠陥 (ひび割れ，空隙，剥離，

射波の到達時間から鉄筋の位置を推定している．この

鉄筋の腐食) の評価及び鉄筋探査がある．現在，コン

手法によれば，リアルタイムで鉄筋が埋設されている

クリートの品質調査や内部欠陥の調査には主に弾性波

位置を把握することができる．しかし，かぶりの厚さ

(音波，超音波，衝撃弾性波，打音波) が用いられ，鉄

を正確に推定することはできない．かぶり厚さとは，

筋探査には主に電磁波が用いられている [1]．

鉄筋コンクリート建築物で，鉄筋を覆うコンクリート

列に配置された受信アンテナで散乱波を受信する．散

いずれにしても，探査対象の正確な情報を得るため

の厚さを表す．コンクリートはアルカリ性で，鉄筋が

には，コンクリートの状態を正しく判断する必要が

錆びるのを防ぐが，打設からの経日とともにコンク

ある．

リート表面から徐々に中性化し，ひび割れなどから水

電磁波を利用した鉄筋の探査法として電磁波レーダ

がしみ込むと鉄筋が錆びる原因となるため，かぶりの

法がある [2]〜[6]．電磁波レーダ法は一つの送信アン

厚さの最小値は建築基準法で定められている．かぶり
の厚さを正確に推定するためには，コンクリートの比
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案した [7], [8]．しかし，この手法ではコンクリートの

式 (1) において，添え字の open ，short ，ref 及び dut

比誘電率を一定と仮定する必要がある．実際のコンク

は同軸プローブの先端を開放，短絡，参照媒質及び測

リート構造物では，コンクリートの電気定数は深さと

定媒質 (device under test) に挿入を意味する．本研究

ともに大きな値を取る不均質媒質であることが知られ

では参照媒質には精製水を用いており，測定媒質はコ

ている [2], [6]．また，コンクリートの比誘電率は打設

ンクリートである．自作した OCP による比誘電率の

からの経日によって，表面から同じ深さの位置であっ

測定結果は，市販の同軸プローブとソフトウェアによ

ても小さくなっていくことが知られている．我々が知

る比誘電率の測定結果と一致することを確かめている．

る限りコンクリート構造物の比誘電率の経日変化と深

なお，埋め込む前に全てのプローブと校正用プローブ
に対して open，short，ref の S11 を計測しておき，測

さ方向の変化を測定している例はない．
本論文では，コンクリート構造物の比誘電率の経

定のたびに校正用プローブの open，short，ref の S11

日変化と深さ方向の変化の測定について議論してい

の値が変動していないことを確認している．また，プ

る．比誘電率の測定には斜め切削開放終端同軸プロー

ローブの 90◦C までの温度耐久性も確認している．し

ブ (OCP) [9] をコンクリート内部に埋め込み，コン

かしながら，コンクリート凝固によるプローブ断面へ

クリート内部の比誘電率を非破壊で測定している．ま

の応力ひずみの影響は検討しておらず，今後の課題で

た，深さ方向と打設からの日数に対して比誘電率分布

ある．

の近似式を導出している．更に，比誘電率の近似式を
用いて経日によるかぶりの推定誤差並びに複鉄筋探査
におけるかぶりの推定誤差について議論している．な
お，本研究の最終目標は比誘電率分布を考慮した電磁

3. 試験体と比誘電率の測定
図 2 に試験体 I の形状とプローブの配置を示す．

30 × 34 × 25cm3 のコンクリートブロック中に長さ

波レーダ法を提案し，コンクリート構造物の鉄筋検査

が異なる 10 本のプローブを深さ 1cm 刻みで，1cm〜

精度を向上させることである．

10cm まで 3cm 間隔で挿入した．コンクリートは標準
配合比である水 : セメント : 砂 = 1 : 2 : 6 で作成し

2. 比誘電率の測定原理

た．プローブの先端には抜けることを防止するために

図 1 に斜め切削開放終端同軸プローブ (OCP) の写

ビニールテープで返しを付けた．

真を示す．SMA ケーブルの先端を 30 度にカットした

図 3 に試験体を作成後 45 日目の比誘電率の周波数

構造である．ベクトルネットワークアナライザ (VNA)

特性を示す．プローブ 1cm，3cm は VNA のケーブル

により S11 を測定し，式 (1) により測定対象であるコ

を繋ぎ替える際にケーブル部分が曲がってしまい，正

ンクリートの複素比誘電率を求めることができる [9]．

確な測定ができなくなった．プローブ 5cm は 6cm の

なお，コンクリートに含まれている骨材の影響をでき

結果に重なっていたため描いていない．図より周波数

るだけ抑えるために，比誘電率の計測面積が広くなる

が高くなるに連れて，比誘電率は振動しながら小さく

先端切削同軸プローブを利用している．

なっていることがわかる．比誘電率は周波数が高いほ
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(S11

open
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ど小さく，そして埋設深さが深いほど大きくなること
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図 1 斜め切削開放終端同軸プローブ
Obliquely cut open ended coaxial probe.

Fig. 2

図2 試 験 体 I
Device under test I.
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Fig. 4

Fig. 3

図 4 試 験 体 II
Device under test II.

図 3 比誘電率の特性 (45 日)
Characteristic of relative permittivity (45
days).

が理想であるが，図 3 では，理想的な曲線が得られて
いない．理由は，コンクリートはプローブの表面から
だけでなく側面からも乾いていくこと，試験体を作成
する際にコンクリートが均質になっていないこと，プ
ローブの断面とコンクリートとの接触面に空気が存在
した可能性があることなどが挙げられる．
なお，式 (1) により複素誘電率の虚部も測定できて
いるが，レーダ法による鉄筋探査に直接的に影響を与
える比誘電率の実部のみを議論している．虚部の深さ
依存性や経日変化は実部のそれと同様である．
図 4 に示すように側面から乾いてくる影響を取り除

Fig. 5

図 5 比誘電率の特性 (38 日後)
Characteristic of relative permittivity (38
days).

くために，プローブの埋め込みを試験体の中心に集中
させた試験体 II を作成した．コンクリートが一様にな

動が軽減され一様な周波数分散特性が得られているこ

るように撹拌にも細心の注意を払った．また，埋め込

とが分かる．しかしながら，比誘電率の値は深さが深

み深さ 1cm のプローブは側面からの深さが 1cm とな

くなるにつれて単純に大きくなるという理想的な深さ

るように深さ 12.5cm だけ埋め込んだ．

特性を観測できていない．この理由はプローブの測定

図 5 に試験体 II を作成後 38 日目の比誘電率の周波

断面に細骨材 (砂) が密着している為である．細骨材

数特性を示す．プローブ 2cm，4cm は比誘電率の値が

の直径は大きいもので 2mm 程度であり，プローブの

他の深さの曲線と重なっており，3cm は比誘電率の値

測定断面と同程度の大きさである．また，乾燥砂の比

が非常に小さな値になっているため示していない．図

誘電率は 2〜3 であるため，これが同軸プローブの測

より試験体 I と比べて周波数の変化に対する小さな振

定断面に密着した場合，セメント部分の比誘電率とな
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Fig. 6

図 6 比誘電率の経日変化
Variation per day of permittivity.

Fig. 8

図 8 比誘電率の平均減少率 (45〜163 日)
Average decrease rate of permittivity (45–163
days).

り，平均減少率は埋め込み深さが深くなるにつれて小
さくなっていることが分かる．図 8 にコンクリートの
打設後 45 日から 163 日の間の比誘電率の 1 日当たり
の平均減少率と切片を示す．図 8 の平均減少率の値は
深さ 5cm の値を除くと図 7 のそれと比べて約 1/10 の
大きさであることが分かる．このことはコンクリート
の打設から 6 週間程度でコンクリートの電気定数は安
定した状態になり，その後は緩やかに減少していくこ
図 7 比誘電率の平均減少率 (17〜40 日)
Fig. 7 Average decrease rate of permittivity (17–40
days).

とを示している．

4. 比誘電率分布の推定
4. 1 40 日までの比誘電率分布の推定

らず比誘電率の値は小さくなってしまう．このことは，
細骨材を加えずに水とセメントだけで比誘電率の変化
を観測することによって明らかにした．しかしながら，
通常のコンクリートは細骨材が含まれているため，細
骨材を除いたコンクリートで比誘電率の分布を調べて
も意味がない．
図 4 の試験体 II の 1.01GHz に対する比誘電率の経
日変化を図 6 に示す．
図 6 より試験体作成から 40 日程度経過するまでは

コンクリートの比誘電率分布を求めるために前節で
求めた平均減少率を利用することにする．
図 7 で示した深さに対する比誘電率の平均減少量を
指数関数で近似すると次式を得る．

f (x) = 0.1295e−0.297x

(2)

ここで，x は表面からの深さである．これ以降で現れ
る x は全て表面からの深さを表す．比誘電率の平均減
少率を指数関数で近似した理由は，ある程度の深さに

比誘電率の値は小さくなっているが，40 日を経過する

なると，表面から乾いてくる影響はほとんどなくなり，

と，比誘電率の減少率は極端に小さくなることが分か

比誘電率の値の深さによる変化は零になると考えたこ

る．したがってコンクリート打設から 6 週間程度で比

とによる．式 (2) を使用すると比誘電率の分布は次式

誘電率の分布が形成されることが予想される．これを

で表すことができる．

確かめるために，図 7 にコンクリートの打設後 17 日
から 40 日目までの比誘電率の値の変化から比誘電率

εr1 (x, Nd ) = εr0 − f (x)Nd

(3)

の 1 日当たりの平均減少率と切片を示す．ここで，平

ここで，εr0 はコンクリートが凝結直後の比誘電率の

均減少率は各埋め込み深さに対して図 6 の測定データ

値であり，Nd（Nd ≤ 40）は打設日からの経過日数で

を用いて，比誘電率 εr を打設日からの経過日数 Nd

ある．セメントと水を練り混ぜた後で凝結する前の状

の 1 次関数として直線近似 (εr (Nd ) = −aNd + b) し

態を生コンと呼び，その状態の比誘電率は 20 以上で

たときの傾き a の値をいう．b は切片である．図 7 よ

ある．生コンはセメントと水の水和反応によって次第
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Fig. 9

図 9 比誘電率の深さ依存
Depth dependence of permittivity.

Fig. 10

に流動性を失い硬くなる．この間発熱，膨張，収縮を
行う．コンクリートが凝結するまでの電気定数の値の
変化は不明であるため，εr0 はコンクリートが凝結直
後の比誘電率の値と考えることが妥当である．図 9 に
式 (3) を用いて，打設後 17 日と 40 日の 1.01GHz の
比誘電率の深さ依存を示す．実線及び破線はそれぞれ
打設後 17 日及び 40 日の式 (3) による計算値， 及
び × のマーカーは打設後 17 日及び 40 日の実測値を
表す．εr0 は打設後 17 日の比誘電率の計算値が実測値
を超えない 11.3 と設定している．図 9 では計算値と
実測値の差が大きいように思われるが，前述したよう
に実測値はプローブの測定面に細骨材が密接している
と，実際の比誘電率の値よりも小さくなることによる．
図 9 は打設からの日数によって比誘電率の値が大きく
変わるので，コンクリートレーダによってかぶりを測

図 10 比誘電率の深さ依存
Depth dependence of permittivity.

率分布は次式で与えられる．

εr2 (x, Nd ) = b(x) − a(x)Nd

(6)

打設日から 40 日までの比誘電率の近似式 (3) では，
凝結直後の比誘電率は深さに対して一様だと考えられ
るため，比誘電率の時間変化を直線近似したときの切
片を定数 εr0 とした．しかし，打設日から 45 日経過
後の比誘電率の近似式 (6) は，45 日の時点では既に比
誘電率の値に深さ依存性が存在するので，切片も深さ
の関数とした．なお，測定値と近似関数との 2 乗誤差
が最小になるように，直線，2 次関数，指数関数，累
乗関数，対数関数の中から対数関数を選択した．
図 10 に式 (6) を用いて，打設後 45 日と 163 日の

1.01GHz の比誘電率の深さ依存を示す．実線及び破線
はそれぞれ打設後 45 日及び 163 日の式 (6) による計

定するときには，打設後の日数によって，適切な比誘

算値，■及び●のマーカーは打設後 45 日及び 163 日

電率の値を設定しなければならないことを示している．

の実測値を表す．図 10 より，打設後 45 日を経過して
いればその後の変動はわずかであることが確認できる．

4. 2 45 日以降の比誘電率分布の推定
図 8 の測定結果から比誘電率分布の近似式の推定を
行う．図 8 において，深さ 3cm の測定値は比誘電率
の切片が負になっており，また深さ 5cm の平均減少

図 9，10 より，近似式 (3) による 40 日後の比誘電
率分布と近似式 (6) による 45 日後の比誘電率の分布
には浅いときに大きな差が生じている．平均変化率を

率は他の深さと異なり非常に大きな値であるため，こ

求める際に打設後 40 日までと 45 日以降で別々に評価

れらの測定点を比誘電率分布の推定から除外した．ま

したためである．そこで，式 (3) の 40 日目の近似式

ず，1 日当たりの平均減少量から近似曲線を指数関数
で近似すると次式を得る．
0.3038x

a(x) = 0.0002e

を使用して，式 (6) を次のように変形する．

εr3 (x, Nd ) = εr1 (x, 40) − a(x)(Nd − 40)
(4)

(7)

図 11 に式 (7) を用いて，打設後 45 日と 163 日の

次に各深さに対する切片の近似曲線を対数関数で近似

1.01GHz の比誘電率の深さ依存を示す．実線及び破線

すると次式を得る．

はそれぞれ打設後 45 日及び 163 日の式 (7) による計

b(x) = 4.0153 ln(x + 0.975) + 1.12

(5)

式 (4)，(5) より打設から Nd 日（Nd ≥ 45）の比誘電
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算値，■及び●のマーカーは打設後 45 日及び 163 日
の実測値を表す．図 11 の計算値と実測値とは大きく
異なっている．しかし，打設後 154 日の 1GHz の表面
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Fig. 11

図 11 比誘電率の深さ依存
Depth dependence of permittivity.

Fig. 12

の比誘電率をアジレントの固体用誘電体プローブによ

図 12 平均比誘電率の経日変化
Variation per day of average permittivity.

は 10.15 であるため，到達時間は 1.361ns となる．打

り計測した結果 5.9 であり，式 (7) によって求めた表

設後 40 日目には比誘電率は 8.60 となり，到達時間は

面の比誘電率は 5.8 であることを考慮すると，式 (7)

1.253ns となる．したがって到達時間差は 0.108ns で

で定義した近似式の方が，実際の比誘電率分布に近い

ある．同じかぶりに対してこの到達時間差はかぶりの

と考えている．

推定に誤差を与える．すなわち，打設から 40 日目に

以上より，OCP による比誘電率の測定では，プロー

もかかわらず，比誘電率を 10.15 と仮定して，かぶり

ブの観測面近傍に砂などの細骨材が存在すると比誘電

を推定した場合かぶりは 4.33cm となり，誤差 0.67cm

率は小さな値となるが，比誘電率の 1 日当たりの平均

である．逆に打設から 17 日目にもかかわらず，比誘

減少率を用いて比誘電率分布の近似式を求めることが

電率を 8.60 と仮定してかぶりを推定した場合，かぶ

できる．

りは 5.69cm となり，誤差 0.69cm となる．これらの

5. 比誘電率分布のかぶり探査への影響

誤差は比誘電率の経日変化を考慮することにより，あ
る程度取り除くことができると考えられる．

比誘電率の誤差がコンクリートレーダによるかぶり

また，比誘電率が一様でないことは複鉄筋の探査時

推定に与える影響について検討する．送信アンテナと

により大きな影響を与える．複鉄筋とは，コンクリー

受信アンテナの距離が 2l[cm] のコンクリートレーダ

ト構造中に異なる深さで鉄筋が埋められている構造

を使用し，かぶりが h[cm] の鉄筋による反射波の到達

である．例えば，表面近くにある鉄筋の深さが 5cm

時間 τ [s] について考える．送信アンテナと受信アン

で，表面から離れた所にある鉄筋の深さが 10cm の場

テナの中心の位置が鉄筋の真上にあるとき，到達時間

合，打設後 40 日において深さが 5cm 及び 10cm まで

は最短となり，式 (8) で与えられる．

√

2 h2 + l 2
τ = εr (h, Nd )
c

の平均の比誘電率はそれぞれ 8.60 及び 9.65 である．

(8)

波が観測できたとしても，その深さを推定するとき
に，比誘電率を 8.60 とした場合，5cm の鉄筋は正し

ただし，

εr (h, Nd ) =

コンクリートレーダで 10cm の位置の鉄筋からの反射

1
h



く推定されるが，10cm に埋設されている鉄筋の深さ

h

εr (x, Nd )dx

(9)

0

は 10.99cm と推定され，0.99cm の誤差が生じること
となる．この場合も比誘電率分布の近似関数を探査ア

であり，εr (h, Nd ) はコンクリート打設後 Nd 日の深

ルゴリズムに組み込むことにより，複鉄筋の探査精度

さ h までの比誘電率の平均値である．また，c は真空

の向上が期待できる [10]．

中の光の速さである．図 12 にかぶりが 5cm と 10cm
のときの平均比誘電率の経日変化を示す．鉄筋からの

6. む す び

反射波の到達時間 (8) はかぶりまでの平均の比誘電率

本論文では，コンクリート構造物中の鉄筋探査の精

(9) の値によって変化する．式 (3) によれば，打設か

度向上のために，コンクリートの比誘電率の深さ依存

ら 17 日目において，かぶりが 5cm の平均比誘電率

性と時間依存性について議論した．
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コンクリート試験体に直接複数の斜め切削開放終端

壊試験における測定誤差に関する検討，
” コンクリート工学

同軸プローブを埋め込み，非破壊で比誘電率の深さ分
コンクリート打設後 40 日程度までは 1 日当たりの比

年次論文集，vol.27, no.1, pp.1807–1812, March 2005.
国土交通省大臣官房技術調査課，“非破壊検査によるコン
クリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領，
” March
2012.

誘電率の減少は大きいが，それ以降の比誘電率の減

[5] （独）土木研究所，“電磁波レーダー法における鉄筋の位置と

少は 1/10 程度に小さくなることを明らかにした．な

かぶり測定が困難な場合の対処方法，
” http://www.pwri.go.
jp/jpn/results/oﬀer/conc-kaburi/kaburi.taisyo.pdf,

布と経日変化を観測した．比誘電率の経日変化より，

[4]

お，同軸プローブの先端に細骨材が密着したときには

2007.

比誘電率の値は小さく測定されるため，直接的に比誘

[6] （独）土木研究所，“電磁波レーダー法による比誘電率

電率を計測することができなかった．しかし，1 日当

分 布 (鉄 筋 径 を 用 い る 方 法) お よ び か ぶ り の 求 め 方 ，
”

たりの比誘電率の平均減少率の深さ依存性が得られ

https://www.pwri.go.jp/team/structure/download/

たため，これを利用して打設後 40 日までと 40 日以

[7]

降の比誘電率分布の近似式を提案した．コンクリート
の比誘電率は経日により連続的に変化するものと考
えられるため，比誘電率の経日変化の近似式は一つの

[8]

関数で与えられるべきである．しかしながら，本論文
[9]

[10]

放同軸プローブによる半固体状媒質の複素誘電率測定，
”
信学論（C），vol.J93-C, no.5, pp.167–174, May 2010.
遠江一仁，田中俊幸，竹中 隆，森山敏文，“比誘電率分

きなかったため，近似式を打設後 40 日を基準に二つ
の近似式に分けることにした．なお，本論文の結果は
水 : セメント : 細骨材 (砂) = 1 : 2 : 6 のときの結果
であるため，配合比を変えたときの比誘電率分布に対
する影響を調べることは今後の課題である．また，比

隆，“時間フィルタ法と複鉄

筋探査への応用，
” コンクリート工学年次論文集，pp.1817–
1822, July 2006.
田中俊幸，眞弓雄一郎，竹中 隆，“電磁波レーダを用
いた鉄筋の位置・半径とコンクリートの比誘電率の同時
” JCI コンクリート工学年次論文集，vol.29, no.2,
推定，
pp.775–780, July 2007.
道山哲幸，二川佳央，鍬野秀三，“刺入性の優れた終端開

では測定した全期間に対して比誘電率の経日変化を
一つの関数で近似できる近似関数を求めることがで

kaburi.pdf, 2007.
田中俊幸，眞弓雄一郎，竹中

布を考慮した合成開口処理による鉄筋の推定，
” 信学技報，
SANE2014-118, Jan. 2015.
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誘電率の深さ分布と経日変化を鉄筋の位置推定に考慮
することにより，鉄筋の探査精度が改善されることを
示した．本論文では，試験体は 2 種類しか示していな
いが，円柱状試験体を含めて他に 6 個の試験体を作成
し，深さ方向の比誘電率の減衰率が同程度の値になる
ことを確かめている．
比誘電率分布を打設後の日数によらず，一つの関数
で近似できる関数を提案すること，同軸プローブ先端
の観測面積を広くし，比誘電率の測定精度を向上させ
ること，比誘電率分布の深さ依存性を直接測定する方
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