
SEEC

超音波によるコンクリート調査システム

①広帯域超音波の特殊な手法で、最大10ｍのコンクリート探査が可能。

②鉄板や繊維シートの上からでも探査可能。

③アスファルトや締め固めた土の上からの探査が可能。

④金属からの反射エコーを特定することが可能。（実証済、実装準備中）

⑤水中での探査も可能。（水深最大5ｍ）

⑥ひび割れ深さ測定、鉄筋探査、音速からのコンクリート強度推定。

Super-sonic Exploration Equipment for Concrete by Alpha-product



SEECの特徴と装置

探触子（40φ） ゲート（探査機）

①通常の探査機の周波数は特定の値で固定であるが、本機の発振周波数は

0.2～2.5ＭＨｚと非常に広帯域であり、繊維シートや鉄板貼り付け部での探査を可能にしている。

特殊な素材では、アスファルト、発泡コンクリート、木材等の探査も行える。

②反射エコーを時間軸で合わせて加算し、乱反射成分をキャンセルすることでS/N比を向上させる

加算平均化方式。（２０－１０００回）

③大口径探触子の採用で、超音波ビームの指向角を改善し、遠距離探査を可能にした。

④ウェーブレット、FFT、帯域カット等、各種デジタルフィルターを搭載、詳細な解析を可能にした。

⑤受振探触子内部に１次増幅アンプを搭載し、S/N比を向上させている。

■主な測定項目

・割れ深さ（最大実測2.9ｍ）

・鉄筋被り深さ

・鉄筋径（電磁波を併用）

・版厚（最大10ｍ）

・ジャンカ、空洞等。

・版厚方向の平均内部強度



SEECの開発



兵庫県六甲治山事務所との堰堤調査補修計画

■昭和13年7月3日～5日 【阪神大水害】
死者731人、全半壊4477、流失家屋1,410、半壊家屋6,440
■昭和36年7月27日
死者26人、全半壊388戸、流失家屋11
■昭和36年9月16日 【第二室戸台風】
死者10人、家屋全半壊流失2,255

昭和29年の摩耶山
緑豊かな六甲山も、明治初期には

ほとんど木が生えておらず、

豪雨の度に大規模出水や土石流による

災害を繰り返してきた。昭和以降、

堰堤・柵工・植林等の治山工事によって

現在の姿となっている。

約10年間堰堤や治山工事に携わる中で、

兵庫県六甲治山事務所との堰堤補修プロジェクト

が調査システム開発の原点である。

（六甲山系総堰堤数は約3、500基。）



内部探査

補修設計

現状把握

維持管理

クラック調査

堰堤調査補修プロジェクトの内容（平成１５年）

非破壊で厚さ・クラック深さ・強度を測定

コンピュータシミュレーションの補修設計

広帯域超音波探査➡現在のSEEK

有限要素解析で数値的に構造物解析

補修効果もコンピュータで確認、安価な補修工法設計。

コンピュータシミュレーションで現状把握

全データの3D表示で補修優先度判定

G.I.S.と画像処理による統合的な維持管理システム

写真から正確なクラック図作成

コンピュータによるクラック自動抽出➡現在のFOCUS

打音、コア採取

経験と推論

経験と推論

項目別報告書

手書き

当時想定の調査方法従来法



SEECの各測定例



版厚9mの測定 （2探触子法での測定状況）

探査距離10ｍを確認するため、

堰堤の放流点より、

鉛直下方に向けて探査し、

底面を測定した。
（写真は12年前の試作機）



版厚９ｍの測定 （入射点と波形、設計値）

超音波入射点

▼

測定した堰堤の設計図と、超音波入射点を示す。
（通常の測定誤差は5～8％）

また版厚までの第1，第2ピークはほぼ打ち継ぎに相当している。

第3，第4ピークは、水抜きパイプ（φ400VU）の上下の反射と思われ、

その減衰のため、最下段の打ち継ぎの反射は明瞭ではない。

○



2探触子法による測定

※コンクリートから空気中へは超音波が伝播しないため、
クラックの部分は反射波がなく、
クラックの閉じた先端から初めて反射波が帰ってくる。
従って初めての反射波までの距離がクラック深さになる。

※コンクリートの不良部分では波形が乱れるため、
その部分が不良であると判定できる。



クラック実測波形0.744m（劣化した堰堤）

クラックの場合は入射直後の乱反射が見られず、クラック先端からの回析波が
ピークとなって現れるため、これまでの深さをクラック深さとする。
波形から、成長中のクラック部分や、コンクリートの健全性も読み取ることができる。

クラック深さ0.744ｍ

完全なクラック 成長中のクラック

クラックはないが、波形が良好でなく、
強度が低下したコンクリート



旧日大工学部５号館でのクラック測定（文部省後援）

■旧日本大学工学部5号館の解体に当たって、各種の調査が許可されたため、

校舎外壁でのクラック深さ測定を実施した。

適当なクラックの入った壁面を選定し、あらかじめ超音波で測定した後、

測定箇所でのコア抜きを実施。

コアのクラック深さを実測して超音波での測定値と実測値を比較した。
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測定値：162ｍｍ/実測値：約165ｍｍ 測定値：貫通/実測値：貫通

旧日大工学部５号館でのクラック測定結果例

※現在は浅いクラックも正確に測定できる遅延材付き探触子を開発済である。



SEEC 音速と強度



採取コアに見るアルカリ骨材反応

■劣化したコンクリートの採取コア。同じコアで

さらにクラックの発達した箇所も見られた。

このコアは圧縮破壊検査のための切断作業中に

クラックから崩壊したため、試験不能であった。

著しく劣化したコンクリートの強度推定は

超音波のみで可能であると確信、手法を開発。

同じ構造物の別地点での採取コア。
採取時に破断している。



劣化度と内部強度の推定 （超音波法）

ASR進行段別の採取コアの音速と、圧縮破壊試験の測定強度から、

強度及び劣化段階(ASR)推定手法を開発した。

①同一の構造体で複数個所の音速を測定し、

最も早い箇所と遅い箇所でコア採取→強度測定すれば、

音速と強度の相関が決まり、その構造物では音速で強度がわかる。

②縦波用探触子と横波用探触子でP波、S波音速を確認、

P波、S波の音速比から強度が判定できる。

③高速増殖原型炉「ふげん」で、音速による強度推定法を提案。

（RANDEC発行：デコミッショニング技報４０号に論文掲載）



デコミッショニング技報４０号抜粋



SEEC 堰堤の調査補修



調査・補修第1例 (平成１３年）

実施対象構造物：昭和53年度施工神戸市兵庫区清水町土留工L=61.2m, h=3.0～4.5ｍ（兵庫県六甲治山事務所）

補修前（全景）

補修後（上流部）：各スパンの劣化度別に補修工法を変えている。

A4

A3

A2

A1

A4

A3
A2

A1



第1例のFEM解析（断面表示）

第1例土留擁壁の施工時 貫通クラックの入った調査時

貫通クラックが入ることで、特に上部の圧縮領域が縮小し、安定度が低下する。

従来の補修は、全面にコンクリートを増し打ちするというもの。

内部応力
→引張

内部応力
→圧縮

応力中心線

安全度
低下



補修設計：FEMによる設計、効果確認

貫通クラックに対して、

φ42の鋼棒を

挿入したシミュレーション。

応力中心線が

健全時に近いところまで

回復し、不安定だった上部は

安定になっている。

（回復率は、内部応力の

引っ張り領域と

圧縮領域の比で表し、

健全時の比率を

基準として計算する。）

補修前FEM 補修後FEM

（これまではクラックの有無にかかわらず、断面積と重量が設計通りであればすべて安定と判断されてきた。）
■監修：大同工業大学 太田福男教授



劣化スパン別の対策工法選定

←+11.7

※挿入棒鋼径の比較
８％以上がOK。
Φ38と42では、
回復率が同じ。
→φ38選定。

※補強H鋼ピッチの比較
2mピッチの回復率が

8％以上でOK。
→2mピッチ選定。

※補強H鋼ピッチの比較
1mピッチの回復率が

８％以上で
A2、A3部分と等しい。

→1mピッチ選定。

■A1、A4スパン【劣化度２】：棒鋼挿入（強度あり。貫通クラック対処）

■A2、A3スパン【劣化度３】 ：H鋼補強（圧縮強度不十分。貫通クラック対処）

■B1スパン【劣化度４】 ：H鋼補強（圧縮強度不足。貫通クラック対処）

（監修：大同工業大学 太田福男教授）



適用第1例の工法別コスト比較

第3案採用。取り壊し・新設の1、816万円に対して、288万円で補修。（仮設費、経費抜きでの試算）

※採用

※3案で調査費用250万を加えても、従来補修の６案より２１１万安価。※6、7案では別途仮設250万が必要。

直工費

従来の補修工法

取り壊し・新設



適用第2例の堰堤 （平成15年調査、施工）

補修前

補修後

※この工法は特許取得。

特許番号3594551

（兵庫県監督員と共同取得）

※工期は従来工法の約１／２。大型車通行や工事騒音なし。汚濁水の排出なし。（下流に上水道取水口）

●神戸市灘区六甲山町五助山地内
(h=9.0, L=36)

●兵庫県六甲治山事務所発注：14単39号



SEEC 舗装路面下探査



井原里舗装下超音波探査（平成17年大阪府土木事務所）

降雨時には1ｍ以上冠水する岸和田市のアンダーパスの、

舗装路面下の調査を超音波で実施した。

約２×3ｍの区画について１点の測定である。

構造物厚さが合計1ｍの設計であったが、

測定では１ｍ以下の場所が数多くあり、これは赤い点線で示している。

■探査結果

①道路下は何度も掘削され、舗装が石に置き換えられている。

②仮設の矢板が埋め殺しになっている個所を特定。

③冠水は湧水であることが判明、湧水箇所を特定。

④上記から対策工法が実施され、湧水は止まり、冠水はなくなった。



井原里舗装下探査結果

赤い点線部分：
有効反射波1m以下

道路

（西
側
半
分
省
略
）

深さ270mm

青い実線部分
土留めの矢板を
埋めたままの場所。

試掘の状況写真



研究所の駐車場縁石に探触子を設置し、

地下探査の実験を行った。

測定波形で最も深い有意な波形は

カーソル2で深さ約9m（表示値の1/2※）であった。

設定は最大能力の1/2以下である。

■設定値

発振電圧400V（最大800V)、ゲイン20dB（最大30dB)

波形加算回数80回(最大500回）

※ソフトでの表示は往復の路程であるため、深さは1/2となる。

測定場所と探触子設置位置

新型機での地面下探査実験



SEEC 埋設管探査



供試体仕様：原子力一般施設床面 厚さ1500mm、24-15-20N
鉄筋 D22@200ダブル
1,600（配管方向） ×1,400 ×1,500 mm（厚さ）

実験目的：D22鉄筋越しに内部埋設配管の位置と深さを確認する。

埋設管探査用供試体仕様と実験目的



実測深さ
：1,150mm

実測深さ
：300mm

実測深さ
：560mm

実測深さ
：300mm 埋設管記号・種別・埋設深さ

Tp：照明用電線管（合成樹脂可とう管28φ）

→埋設深さ300mm

Up：TV共聴配管（合成樹脂可とう管26φ）

→302mm

V：給湯管（給湯用銅管48φ）

→300mm

W：給水管（塩ビライニング管60φ）

→560mm

X：屋内消火栓用配管（配管用炭素鋼鋼管76φ）

→544mm

Y：汚水管（排水用塩ビライニング鋼管115φ）

→1,150mm

Z：排水管（排水用塩ビライニング鋼管90φ）

→1,215mm

鉄筋かぶり
：100mm

埋設管の種類と実測の埋設深さ



埋設管の種類 測定値 実測値 測定誤差

Tp：照明用電線管（合成樹脂可とう管28φ） 300mm 300mm 0.000

Up：TV共聴配管（合成樹脂可とう管26φ） 303mm 302mm +0.003

V：給湯管（給湯用銅管48φ） 300mm 300mm 0.000

W：給水管（塩ビライニング鋼管60φ） 560mm 560mm 0.000

X：屋内消火栓用配管（配管用炭素鋼鋼管76φ） 545mm 544mm +0.002

Y：汚水管（排水用塩ビライニング鋼管115φ） 1,146mm 1,150mm -0.004

Z：排水管（排水用塩ビライニング鋼管90φ） 1,223mm 1,215mm +0.007

各種埋設管の埋設深さ測定結果



柏崎刈羽原子力発電所での埋設管探査

新潟県中越沖地震被災後の、東京電力柏崎刈羽原子力発電所で、

排気モニター室の鉄筋及び埋設管探査を受注した。

排気モニター室は大きな損傷はないものの、全体に沈降していたため、

床に貫通孔を開け、特殊モルタルを高圧注入してジャッキアップする工法が採用されたが、

鉄筋や埋設管に触れない削孔位置の確定が求められ、１２点すべてで成功している。

（エネルギーレビュー誌2009年７月号に掲載。）



SEEC
コンクリート枕木裏面クラック探査



コンクリート枕木裏面クラックの発生検知

オーストラリア・ブリスベンのA.L.S.社において、コンクリート製枕木に

負荷をかけ、裏面に発生するクラックの検知実験を行った。

探触子
探触子

探触子と探査機は

旧型である。



１トン加圧時、１６トン加圧時。

１トン加圧時。

クラックなし。

16トン加圧時。

クラック１本発生。

波形にも変化がある。

※赤い波形が無処理、青い波形が低域強調処理。



20トン加圧時、22トン加圧時。

20トン加圧時。

クラック２本発生。

22トン加圧時。

クラック3本発生。

開始時の波形とは

大きく異なる。

測定後に荷重を開放しても

波形に変化はなかった。

健全時とクラック発生時の波形比較から、クラック発生を検知できる。（特許取得済）



SEEC 現在開発中の技術

①コンクリート中の金属からの反射波を、コンクリートの反射波と判別する技術。

基本的な技術は確立しており、今後各種の実験で詳細を確認し、実装予定。

現在特許申請中。

②上記の技術をベースに、回転型探触子を開発し、

1ｍ×1ｍ（表面）のコンクリート内部を、深さ1ｍ程度まで３D表示する技術。

③完全防水型の探触子開発。水深5ｍ程度での探査が可能になる。


