
日本技術士会兵庫県支部 講演
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神戸大学 阪 上 隆 

赤外線計測による目視を超えた

長大橋梁の非破壊検査・維持管理技術



本日の講演内容は本州四国連絡高速道路

との共同研究の成果に基づくものです

本州四国連絡高速道路の研究者の皆様

のご支援・ご協力に感謝いたします



赤外線およびテラヘルツ電磁波計測

赤外線カメラ

近赤外線 NIR 0.75μm～1μm
近赤外線 SWIR 1μm～2.5μm
中赤外線 MWIR 3～5µm
中赤外線 LWIR 8～14µm

⇒ 暗視・リモートセンシング

⇒ 温度計測

テラヘルツ電磁波
周波数 100GHz ～ 10THz
波長 30μm ～ 3mm

⇒ セキュリティ
文化財調査
非破壊検査



赤外線カメラのタイプ
赤外線

センサ
画素数

検出波長
（mm）

冷却 NETD（K）
計測速度
(Frames/s) 重量(g) 製造国

A

高速・高感度タイプ
・高い温度分解能： 20mK
・高速測定： 180frames/s ⇒ 1000frames/s
・高解像度化： 640×512 ⇒ 1280×1024 ⇒
1920×1536

・高速計測を必要とする研究開発に使用
非定常現象，移動体・回転体の温度計測

・波形データが必要な計測に使用
熱弾性応力計測，散逸エネルギ計測

InSb 1920×1536 3.6～4.9 要 0.03 100 4700 ドイツ

InSb 1280×1024 1.5～5.1 要 0.02 180 5050 アメリカ

InSb 640×512 3～5 要 0.018 125 2300 アメリカ

B

普及型
・上位機種に匹敵する温度分解能： 20mK
・センサの高解像度化： 640×512 ⇒ 1024×768
・センサの素子ピッチの向上：

レンズや筐体の小型化につながる

・小型軽量化による現場適応性
・価格競争による低価格化が進んでいる

MB 1024×768 7.5～14 不要 0.02 30 1900 アメリカ

MB 640×480 8～14 不要 0.025 30 1300 日本

MB 240×240 8～14 不要 0.05 30 550 日本

C

超小型化
・素子ピッチの改良（120μm）によるセンサの一層
の小型化
・上位機種に匹敵する高解像度，温度分解能

・ウェアラブル赤外線カメラを可能に
・ドローンへの搭載
・スマートフォン取り付け型の高精度な赤外線カメラ
も開発されている

MB 640×512 7.5～13.5 不要 0.05 60 72 アメリカ

MB 640×512 7.5～13.5 不要 0.04 60 7.5 アメリカ

赤外線カメラの最新開発動向



手法の現場適用

き裂発生 き 裂 進 展

供

用

開

始

補修

疲労き裂ライフサイクル

実働応力ベースの破壊力学評価

構造健全性回復の検証

防食塗装劣化 腐食発生

腐食ライフサイクル

補修

可視・近赤外分光計測法の開発 テラヘルツ電磁波による腐食プロファイル
の定量計測

腐食進行

健全性回復・再供用

健全性回復・再供用

き裂再発生評価

き裂発生予測

散逸エネルギ計測

き裂検出

３次元き裂計測
への拡張

き裂進展評価

温度ギャップ法

補修効果検証

自動化アルゴリズム

橋梁溶接部のき裂進展特性評価

熱弾性計測法による実働応力分布計測

塗膜劣化の早期検知

塗装劣化の構造解明と検出性評価

腐食の検出・評価



中赤外線
（LWIR）カメラ

8～14µm
（MWIR)カメラ

3～5µm

近赤外線 塗膜検査
（SWIR）カメラ

0.9～1.7µm

「目視を超えた」 赤外線点検技術

THz wave電波 光

Wavelength

Frequency

IR UVVisible rays

1m 100mm 10mm 1mm 100μm 10μm 1μm

300MHz 3GHz 30GHz 300GHz 3THz 30THz 300THz

Far IREHF

温度ギャップ検出による
疲労亀裂点検

Crack tip：-188MPa

構造部材の実働応力計測

Visible

SWIR



Steel plate鋼板

ジンクリッチペイント(75µm)

ふっ素樹脂 (25µm)

厚膜型エポキシ樹脂下塗(60µm)

エポキシ樹脂中塗(30µm)

厚膜型エポキシ樹脂下塗(60µm)

上塗
ふっ素樹脂 (25µm)

中塗
エポキシ樹脂 (30µm)

下塗

エポキシ樹脂

多層重防食塗装試験体



(a) without filter               (b) with SP filter             (c) with LP filter

SPフィルターでの計測では，上塗の
吸収が大きいので，中塗露出部での
赤外線強度が大きい（明るく見える）

近赤外線計測結果 （太陽光で照明）

SP LP



近赤外分光計測による防食塗装膜の早期劣化検知

可視カメラ

LP-Filter(パッシブ法) SP-Filter(パッシブ法)



現状の非破壊検査法の問題点

① 目視点検による塗装割れ，錆汁の検出

遠望目視 精度面で信頼性に欠く

近接目視 接近のための足場が必要
非効率

塗装割れ ＝ 疲労き裂 ？

② 磁粉探傷 接近のための足場が必要
塗装の除去が必要
非効率，高コスト，低頻度

遠望目視

近接目視

磁粉探傷



これまでの非破壊試験手法の問題点

・足場や特殊な装置を使って検査者が構造物に近づく必要性
・時間と労力を必要とする
・き裂が検出・測定されても，そのままでは危険性を評価できない

これからの非破壊評価に求められること
遠隔から非接触・非破壊的に，き裂検出・測定できる
構造物の健全性を評価できる

⇒ これを可能にするため，赤外線計測に基づく非破壊評価法
を開発している

経年劣化鋼橋梁の維持管理のための非破壊評価



神戸新聞

2015年12月8日
夕刊第1面



き裂部の断熱性
⇒ 路面からの熱がUリブに伝わらない

き裂部で温度ギャップが生じる

温度ギャップ法によるき裂検出

Ｕリブ断面

舗装

舗装

デッキプレート

赤外線
サーモグラフィ

Ｕリブ

健全部 き裂部

き裂

a

b

A

B

温度プロファイリング範囲

A
B

a

b

T(℃)

X(pixel)

温度プロファイル



断熱状態の固体に引張応力を作用させればその応力変動に比例した
温度降下が，逆に圧縮応力を作用させれば応力変動に比例した温度
上昇が生じる．

圧縮

温度上昇

引張り

温度降下

熱弾性応力計測の原理

固体に対する熱弾性効果の基礎式

α : 線膨張係数， ρ : 密度， Cp : 定圧比熱

k ：熱弾性係数

∆σ：主応力和の変動振幅

σσ
ρ
α

∆−=∆−=∆ TkT
C

T
p

熱弾性係数 k と ∆T 
炭素鋼 k = 3.5×10-12（m2/N）

∆σ = 10 (MPa) の時 ∆T = 0.01 (K)



微小な温度変動計測のためのS/N改善法

•時系列赤外線データから参照信号を自己生成
して自己相関ロックイン処理

•車両走行による不規則な変動荷重に同期

•完全遠隔・非接触測定を実現

赤外線
カメラ

ランダム変動荷重

PC

自己相関ロックイン法による疲労き裂検出・評価



鋼構造のき裂近傍の応力計測

本州四国連絡高速道路 岩黒島橋
ウェブギャップ板の疲労き裂計測結果



近接計測 遠隔計測（5.4m）

荷重源
鉄道車両

荷重源
大型トラック

き裂検出性（板厚貫通き裂では顕著な応力集中が見られる）

鋼構造のき裂近傍の応力計測



き裂進展速度と応力拡大係数の関係

応力外挿法で応力拡大係数 K を算出し

き裂進展速度との関係を求めた

𝐶𝐶 = 1.06 × 10−11

𝑚𝑚 = 2.46



当て板補修の効果検証結果 （改良当て板補修）



当て板補修の効果検証結果 （改良当て板補修）



当て板補修の効果検証結果 （改良当て板補修）

応力拡大係数の算出

補修前

補修後

∆𝐾𝐾 = 14.2 MPa m

き裂先端付近の応力分布

∆𝐾𝐾 = 10.7 MPa m



2f

不可逆発熱 ：ΔTD

ΔTE=- k TΔ σ
k：熱弾性係数

圧縮

温度上昇

引張

温度低下

熱弾性効果1f： 散逸エネルギ成分2f：
最大引張・最大圧縮 時付近

材料表面の塑性変形
Slip

熱弾性温度成分：ΔT E

不可逆発熱成分：ΔT D

温度変動：ΔT

負荷応力：σ

Time

Temperature 
change

Te
m

pe
ra

tu
re

1f

散逸エネルギ計測に基づく疲労き裂発生予測



散逸エネルギ計測に基づく疲労き裂発生点の予測

散逸エネルギは疲労き裂発生と関わっていることから，散逸エネルギ
分布の計測結果から疲労き裂発生点を予測することができるとされて
いる．
複数個の切欠きを設けた試験片に対して，主応力和変動および散逸
エネルギ計測を行い，散逸エネルギ計測のき裂発生位置予測への適
用性について検討した．
疲労き裂は，散逸エネルギが最大となった切欠きＤから発生した．

散逸エネルギ 主応力和変動


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23

