
 
 
 

電気的インピーダンスと位相角に基づく 
FRP で被覆したコンクリートのひび割れ検出技術 

に関する基礎実験 
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概要：本研究は，電気的インピーダンスおよび位相角の変化を基に，繊維強化ポリマー（FRP）シートで覆われたコン

クリート表面近傍にあるひび割れを検出する技術開発を目的としている。基礎的実験として，表面直下に人工ひび割

れを設けたコンクリート立方体を FRP シートで被覆した試験体を用いた。本研究の試験では，1kHz から 8MHz まで

の交流電圧を試験体に負荷させた状態におけるインピーダンスおよび位相角の周波数特性を調べた。インピーダンス

および位相角の測定には，人工ひび割れの真上位置，左位置と右位置で 2 電極端子を有するプローブを用いた。この

実験結果から，3MHz～4MHz 付近でのインピーダンス極大値と試験体の性状が容量性から誘導性に相変化する時の周

波数を測定することで，FRP シートで覆われた上からコンクリートのひび割れを検出できる可能性を示した。 
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1. はじめに 
 
近年，高度成長期に大量に建設された住宅・社会インフ

ラが，建設後 30 年から 50 年を経過するようになり老朽化

が目立つようになってきている。一方，人口減少によって

社会資本整備・維持管理に充てられる予算や人的資源に厳

しい状況になってきている。また，首都直下地震や南海ト

ラフ地震の 30 年以内の発生確率が 70%以上と予想されて

いることに対応して，構造物のリダンダンシー確保，耐震

性確保および向上のため，様々な補強がなされてきた。こ

れらの補強の中には，表面を繊維強化ポリマー（Fiber 
Reinforced Polymer: FRP）シートで被う工法 1)-4)で補強され

たコンクリート構造物も多数みられる。建築分野では，

2001 年国土交通省告示第 1024 号の一部改正により，FRP
シートが建築材料として許容応力度の指定を受け，建築基

準法に規定する指定建築材料となったことにより，既存コ

ンクリート建築物の耐震補強にも多く使用されるように

なっている。 
コンクリート構造物の内部劣化事象の検出には，電磁波

や超音波，衝撃弾性波といった物理的な刺激を構造物内部

に印加した時の内部からの反応を診る非破壊試験法 5)が用

いられている。表面を FRP シートで覆われたコンクリート

構造物では，有効に物理的刺激を内部に伝達させることも，

内部からの刺激に対する反応情報も得ることができず，内

部劣化の度合いを評価することが困難となっていた。 
FRP シート接着工法における FRP シートの浮きや剥離，

未接着，表面ひび割れ等を検出する技術に関する研究 6)-10)

は数多くなされているが，FRP シートで覆われたコンクリ

ート構造物内部の劣化事象の検出技術に関する研究はほ

とんどみられない。本研究では，表面を炭素繊維強化ポリ

マー(CFRP)やアラミド繊維強化ポリマー（AFRP）シート

で被覆されたコンクリート内部の劣化（主にひび割れ）を

検出するため，表面を覆っている CFRP シートや AFRP シ

ートを含めたコンクリート構造をひとつの誘電体と考え，

その電気的インピーダンス特性を調べた。本論文では，こ

の特性を用いてひび割れを検出する非破壊試験手法を提

案するとともに，その基礎的実験について報告する。 
 

2. 実験方法 
 

2.1 試験体 
本研究では，表－1 に示すように被覆材の種類（炭素繊

維 CF，アラミド繊維 AF），および人工的に作ったひび割

れ（幅 1mm×深さ 30mm，50mm，100mm）により 6 種類

の 200mm 立方体コンクリート試験体を作製した（図－1）。
人工ひび割れはコンクリート打設前にセットしておいた
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厚さ 1mm のステンレス板を型枠脱型と併せてコンクリー

ト打設後に撤去することで製作した。コンクリートの配合

およびフレッシュ性状を表－2 に示す。 
コンクリート打設 3 日後に型枠脱型し，28 日の 20℃気

中養生期間を経た後，被覆材を貼り付ける面の含水率をコ

ンクリート中の水分により誘電率の変化を測定する含水

率計で測定したところ，8%以下であった。また，試験体コ

ンクリート打設と同時に作製した同寸法の試験体につい

て，JIS A 1476 に準じて測定した含水率は，質量基準質量

含水率 0.042kg/kg，体積基準質量含水率 0.093kg/m3であっ

た。含水率の確認後，被覆する面の下地処理を施し，プラ

イマー塗布，パテ処理を施した後，人工ひび割れ側表面に

厚さ 0.167mm，0.333mm の炭素繊維（ドライ）シートと，

厚さ 0.286mm のアラミド繊維（ドライ）シートをエポキシ

樹脂接着剤（含侵樹脂）にて接着被覆した。なお，プライ

マーとパテおよび含侵樹脂は刷毛塗り，繊維（ドライ）シ

ートはローラーにて含侵樹脂を染み込ませた。人工ひび割

れ部分には1mmのステンレス板を改めて差し込んでおき，

パテ硬化前に引き抜くことで，樹脂の流入を防いだ。ここ

で，多くの FRP シートで補強されたコンクリート構造物の

ひび割れは，繊維に平行な方向に生じることから 11)，本実

験では，ドライシートの繊維方向は人工ひび割れ方向と同

じとした。なお比較・確認のため，FRP シート被覆をしな

い，ひび割れ深さが 30mm，50mm，100mm の基準試験体

もあわせて作製した。 
2.2 試験方法 
コンクリートは粗骨材，細骨材，水，セメント，空気な

どが練混ぜ混合された複合材料である。粗骨材の中には金

属や磁性鉱物などの導電性物質を含んでおり，水やその他

混和剤などは有極性物質である。このため，コンクリート

を高周波電界中におくと分極が起こる。 
一方，ある方向性をもったひび割れは空気層であり同様

に分極を起こすが，その分極の程度を示す比誘電率はコン

クリートの比誘電率と比較して小さい値を示す。具体的に，

コンクリートの比誘電率は 6～10 程度 5)に対して，空気は

1 である。したがって，コンクリートは，ひび割れが内在

 
図－1 試験体の模式図 

 

 
図－2 FRP シートの積層構成 

 

 
図－3 インピーダンス測定位置 

 

表－1 試験体パラメータ 

試験体記号 ドライシ

ート素材 
ドライシート

厚 t 目付量 ひび割れ 
深さ d 

TPN000-030 
non － － 

30mm 
-050 50mm 
-100 100mm 

TPC167-050 CF 0.167mm 313g/m2 
50mm TPC333-050 0.333mm 629g/m2 

TPA286-050 AF 0.286mm 415g/m2 
 

表－2 コンクリートの配合およびフレッシュ性状 
W/C 

% 
単位量 (kg/m3) 

セメント※1 水 粗骨材※2 細骨材※3 混和剤※4 
56.5 305 172 977 838 3.81 

スランプ 14.5cm 空気量 5.4% 

※1：普通ポルトランドセメント 密度=3.16g/m3 , Na2Oeq=0.68% 
※2：種類 I 砕石（硅岩） 産地=栃木県佐野市 
      実績率=60.0% , 表乾密度=2.64g/cm3 

種類 II 砕石（石灰岩）産地=栃木県佐野市 
      実績率=60.0% , 表乾密度=2.70g/cm3 
※3：種類 i 砕砂（硅岩） 産地=栃木県佐野市 
      粗粒率=3.00 , 表乾密度=2.60g/cm3 

種類 ii 砕石（石灰岩） 産地=栃木県佐野市 
      粗粒率=3.00 , 表乾密度=2.66g/cm3 

種類 iii 陸砂（細砂） 産地=千葉県香取市 
      粗粒率=1.80 , 表乾密度=2.60g/cm3 
※4：AE 減水剤（遅延型）,  Na2Oeq=1.4% 

 

200m
m

人工ひび割れ
（スリット）

d

ドライシート
厚さ t 

下地コンクリート

上塗り含侵樹脂（エポキシ樹脂）
FRPシート（1層）

プライマー（エポキシ樹脂 0.2kg/m2）
パテ（エポキシ樹脂 1.0kg/m2）
下地処理（サンダーによる目粗し）

下塗り含侵樹脂（エポキシ樹脂）TPC167 : 0.5kg/m2

TPC333 : 0.6kg/m2

TPA286 : 0.5kg/m2

TPC167 : 0.3kg/m2

TPC333 : 0.6kg/m2

TPA286 : 0.4kg/m2
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すると比誘電率が低下するため，コンクリートの比誘電率

を測定すれば，ひび割れの有無を検出できる可能性がある。 
ここで，電極をコンクリート表面に押し当て，この電極

間に交流電圧を印加したとき，その間の静電容量は比誘電

率に比例する。また，前述のようにコンクリート内には導

電性物質も含有していること，補強材である CF も導電性

物質であることから，交流に対して誘導性もあると考えら

れる。そこで，本実験研究では，電極間に様々な周波数の

電圧 1V（2.82Vp-p）の交流電圧を印加したときのインピー

ダンスと位相角を PC 制御下のインピーダンス解析器を用

いて測定した。なお，同じ測定点での測定は，周波数ごと

に充分な時間間隔をおいて 5 回連続して測定し，インピー

ダンス解析器内部にて平均化された数値（誤差はインピー

ダンス確度：±0.05%rdg，位相角確度：±0.03 度）を，そ

の測定点における測定値として評価した。 
ここでインピーダンスとは交流電圧を印加した時の電

圧と電流の関係で定義されるパラメータで，振幅と位相の

二つの要素を持ち合わせたベクトルである。位相は印加し

た交流電圧に対する電流の時間的ズレ量を角度で表す。な

お，振幅は一般的にインピーダンスと呼ばれることから，

以後は振幅をインピーダンスと表記する。 
インピーダンスおよび位相角の測定を，図－3 に示す 3

つのプローブ位置，人工ひび割れの左位置（A）と右位置

（C），人工ひび割れを跨ぐ位置（B）で写真－1 に示す 2 電

極端子（端子間距離 50mm 固定）を有するプローブを FRP
シート表面に直接プローブ自重により押し当て測定した。

まず，印加する交流電圧の周波数帯は，使用するインピー

ダンス解析器の最大レンジ幅である 1kHz から 8MHz の広

帯域に設定し，FRP シートで被覆していない試験体におい

て，プローブの位置 A，B，C のそれぞれにおけるインピ

ーダンスと位相角を測定した。その後，印加する周波数帯

域を絞り，それぞれの試験体で，インピーダンスと位相角

の測定をした。なお，本測定系では様々な影響要因をでき

るだけ小さくするため，ひび割れを跨いだ位置 B での測定

値に加え，同じ試験体において，ひび割れを跨がない位置

A・C での測定値を，ひび割れを導入していない場合の測

定値とみなして比較することとした。 
 

3. 実験結果と考察 
 
3.1 測定周波数帯 
周波数 1kHz から 8MHz の交流電圧を印加した状態で，

FRP シート被覆していない人工ひび割れ深さ 50mm を有

する試験体（TPN000-050）のインピーダンスおよび位相角

の周波数特性を測定した。図－4 に示すようにプローブの

位置によらず，印加する電圧の周波数が高くなるにつれて

一様にインピーダンスは減少し，3MHz～4MHz 付近で極

大値を示すとともに，図－5 に示すように位相角も負の値

から正の値へと変化した。ここで，位相角が負から正に変

化するということは，試験体の電気的特性が容量性から誘

導性に変化しているという周波数特性を表している。本研

究では，これらの結果から，測定に使用する周波数帯域を

1MHz～8MHz と設定した。 
3.2 ひび割れ深さによる周波数特性の変化 
上記のように決定した周波数帯域 1MHz～8MHz の交流

電圧を印加した状態で，FRP シートで被覆していない人工

ひび割れ深さが異なる 3 種類の試験体（TPN000-030；
TPN000-050；TPN000-100）のインピーダンスおよび位相角

の周波数特性を測定した。 
（１）インピーダンスの周波数特性 
各インピーダンスの周波数特性を図－6～図－8 に示す。

いずれの試験体においても 3MHz～4MHz 付近でインピー

ダンスの極大値を示した。また，インピーダンスは人工ひ

び割れをプローブで跨ぐ配置（位置 B）にした時に高い数

値を示すこともわかった。一方，位置 B におけるインピー

ダンス極大値と人工ひび割れの深さの関係性については，

人工ひび割れ深さに応じてインピーダンス極大値が大き

 
写真－1 プローブ 

 

 
図－4 1kHz から 8MHz におけるインピーダンスの変化 

 

 
図－5 1kHz から 8MHz における位相角の変化 
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くなるといったような線形性はみられず，表－3に示すよ

うに，ひび割れ深さに依らず概ね同等のインピーダンス極

大値が得られた。 
（２）位相角の周波数特性 
同様に，各位相角の周波数特性を図－9～図－11に示す。

これらの結果に示すように，いずれの試験体においても 3
～4MHz 付近で位相角が負から正へと変化した。また，位

相角の負から正へ変化する時の周波数（位相変位周波数）

は，人工ひび割れをプローブで跨ぐ配置（位置 B）にした

時の方が，位置 A および位置 C の変位周波数よりも低い

数値を示すこともわかった。一方，位置 B における変位周

波数と人工ひび割れの深さについては，インピーダンスの

表－3 ひび割れ深さとインピーダンス極大値 
ひび割れ深さ 30mm 50mm 100mm 

インピーダンス 
極大値 [MΩ] 

2.54 2.40 2.52 

 

 
図－9 位相角周波数特性（ひび割れ深さ 30mm） 

 

 
図－10 位相角周波数特性（ひび割れ深さ 50mm） 

 

 
図－11 位相角周波数特性（ひび割れ深さ 100mm） 

 
表－4 ひび割れ深さと位相変位周波数 

ひび割れ深さ 30mm 50mm 100mm 

位相変位周波数 [MHz] 3.59 3.37 3.66 
 

 
図－6 インピーダンス周波数特性（ひび割れ深さ 30mm） 

 

 
図－7 インピーダンス周波数特性（ひび割れ深さ 50mm） 

 

 
図－8 インピーダンス周波数特性（ひび割れ深さ 100mm） 
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極大値の結果と同様に，明瞭な関連性はみられなかった

（表－4）。 
このことから，本研究で示した方法で，インピーダンス

と位相角の変化によりひび割れの有無を検出できる可能

性はみられるが，ひび割れ深さまで求めることは困難であ

ることがわかった。そこで FRP シートで被覆したコンクリ

ートの試験では，ひび割れ深さ 50mm の試験体（TPC167-
050；TPC333-050；TPA286-050）を対象にして，FRP シー

ト被覆下にあるひび割れによるインピーダンス変化およ

び位相角の変化を調べることとした。 
3.3 FRP シート被覆コンクリートのインピーダンス 
深さ 50mm の人工ひび割れを設けた FRP シート被覆材

が異なる 3 つの試験体（TPC167-050；TPC333-050；TPA286-
050）を対象に，周波数 1MHz～8MHz の交流電圧を印加し

た際のインピーダンス変化を調べた。 
コンクリート表面をドライシート厚 0.167mm および

0.333mmのCFRPシートで被覆した試験体におけるインピ

ーダンス周波数特性を，それぞれ図－12，図－13 に示す。

また，表面をドライシート厚 0.286mm の AFRP シートで

被覆した試験体のインピーダンス周波数特性を図－14 に

示す。 
これらの結果に示すように，CFRP・AFRP シートで被覆

しても，被覆をしていない基準試験体と同様に，3MHz～
4MHz 付近で極大値を示した。各試験体で得られたインピ

ーダンスの極大値を表－5 にまとめて示す。いずれの試験

体においても，人工ひび割れをプローブで跨ぐ配置（位置

B）にした時の方が，人工ひび割れの左右（位置 A，位置

C）におけるインピーダンス極大値よりも大きいことがわ

かった。 
ここで位置 B におけるインピーダンス極大値について，

被覆材の種類で比較すると，2.67MΩを示した AFRP シー

トの方が CFRP シート（1.61 MΩ・2.02MΩ）よりも明らか

に高いインピーダンス値を示し，これはひび割れのない位

置 A・C においても同様の傾向がみられた。また同じ CFRP
シートの被覆であっても，ドライシート厚さが 0.167mm で

は 1.61MΩ，0.333mm では 2.02MΩとなり，用いる炭素繊

維ドライシートの厚さにより高いインピーダンス値を示

すことがわかった。 
3.4 FRP シート被覆コンクリートの位相角 
同様に深さ50mmの人工ひび割れを設けた被覆材が異な

る 3 つの試験体（TPC167-050；TPC333-050；TPA286-050）
について，周波数 1MHz～8MHz の交流電圧を印加した際

の位相角変化を調べた。 
コンクリート表面をドライシート厚 0.167mm および

0.333mm の CFRP シートで被覆した試験体，およびドライ

シート厚 0.286mm の AFRP シートで被覆した試験体にお

ける位相角の周波数特性を，それぞれ図－15～図－17 に

示す。インピーダンスの極大値がみられた 3MHz～4MHz
付近で，位相角が負から正へと変化した。これは被覆をし

ていない基準試験体と同様の傾向である。さらに位相角に

ついて正負の変化がみられたときの周波数を表－6 にまと

 
図－12 TPC167-050 のインピーダンス周波数特性 

 

 
図－13 TPC333-050 のインピーダンス周波数特性 

 

 
図－14 TPA286-050 のインピーダンス周波数特性 

 
表－5 インピーダンス極大値 

試験体記号 プローブのひび割れに対する位置 
左 (A) 直上 (B) 右 (C) 

TPC167-050 1.41 [MΩ] 1.61 [MΩ] 1.39 [MΩ] 

TPC333-050 1.77 [MΩ] 2.02 [MΩ] 1.63 [MΩ] 
TPA286-050 2.24 [MΩ] 2.67 [MΩ] 2.38 [MΩ] 
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めて示す。いずれの試験体においても，人工ひび割れをプ

ローブで跨ぐ配置（位置 B）にした時の方が，人工ひび割

れの左右（位置 A，位置 C）の位相変位周波数よりも低い

ことがわかる。 
位置 B における位相変位周波数については，CFRP シー

トで被覆した試験体（3.79MHz・3.72MHz）より，AFRP シ

ートの方が低い位相変位周波数（3.58MHz）を示した。ま

た同じ CFRP シート被覆の場合では，炭素繊維ドライシー

ト厚さが厚い方が低い位相変位周波数を示すことがわか

った。 
FRP シートで被覆したコンクリートのインピーダンス

と位相変位周波数の特性についてまとめると，AFRP シー

トの方が CFRP シートより顕著な特性を示し，また炭素繊

維ドライシートの厚さによっても特性が異なることがわ

かった。 
3.5 実験結果に対する考察 
（１）ひび割れ深さとインピーダンス極大値および位相 

変位周波数の相関性 
実験結果から，周波数 1MHz～8MHz の交流電圧を印加

した際の，インピーダンス極大値と位相角変位周波数の変

化を捉えることで，目視では確認できない FRP シート被覆

直下のひび割れを検出できる可能性が窺えた。しかし，人

工ひび割れ深さが 30mm～100mm と異なる FRP シート被

覆していない試験体においてさえ，ひび割れ深さを求める

ことができなかった。これは交流電流が導体を流れる際の

「表皮効果」12),13)に類似した現象が，誘電体であるコンク

リートにも起こったためと考えられる。ここで「表皮効果」

とは，電流密度が導体の表面で高く，表面から離れると低

くなる現象であり，「表皮深さ」という数値で表される。電

流が表面電流の 1 ∕ e（約 0.37）になる「表皮深さ」は，抵

抗率が小さいほど，周波数が高いほど，透磁率が大きいほ

ど小さくなる。ここで，印加する交流電圧の周波数が高く

なると，コンクリートのインピーダンスが小さくなりみか

け上抵抗率が小さく導体の性質に近くなるため，表皮深さ

が小さくなる。すなわち，電流の流れが表面に集中したた

めと考えられる。 
さらに，2 つのプローブ端子間に形成される電場の影響

範囲が表層に偏っていることも原因のひとつと考えられ

る。人工ひび割れの深さ 30mm，50mm，100mm において，

インピーダンスおよび位相角の周波数特性の間に相関性

がなかったことから，電流が集中した表層厚は，少なくと

も 30mm 未満と推定できる。 
（２）ひび割れ位置と測定位置との関係性 

人工ひび割れを跨ぐ位置で測定されたインピーダンス

が，ひび割れがない位置で測定されたインピーダンスより

も高くなった結果について考察する。 

コンクリート内部は図－18 の模式図で示すように，電

気的に水分子に代表される有極性分子と，非極性分子とで

構成されている。コンクリート中に電場が作用すると，電

場方向に有極性分子が向きを揃える。すなわち，コンクリ

ートは比誘電率𝜀𝜀��（6～10）の誘電体と考えることができ

る。そこに空気層とみなされるひび割れが含まれる場合，

空気は誘電分極しないので，空気の比誘電率𝜀𝜀��は 1 とコ

ンクリートの比誘電率𝜀𝜀��に対して著しく小さい。そのため，

ひび割れを内在するコンクリートの比誘電率𝜀𝜀��� は，ひび割

れがない場合の比誘電率𝜀𝜀��よりも小さくなる傾向にある。

 
図－15 TPC167-050 の位相角周波数特性 

 

 
図－16 TPC333-050 の位相角周波数特性 

 

 
図－17 TPA286-050 の位相角周波数特性 

 
表－6 位相変位周波数 

試験体記号 プローブのひび割れに対する位置 
左 (A) 直上 (B) 右 (C) 

TPC167-050 4.01 [MHz] 3.79 [MHz] 4.01 [MHz] 
TPC333-050 3.86 [MHz] 3.72 [MHz] 3.93 [MHz] 
TPA286-050 3.72 [MHz] 3.58 [MHz] 3.65 [MHz] 
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比誘電率が小さくなるということは，誘電分極現象も少な

くなるため，みかけの電子の流れも低下し 14)，インピーダ

ンスが高くなる。ひび割れが内在すると，比誘電率が小さ

くなることでインピーダンスが高くなるため，先述の実験

結果が裏付けられる。 

（３）ドライシート素材とインピーダンス極大値との関 

係性 

位置 B におけるインピーダンス極大値について，被覆す

るドライシート素材により TPC 試験体<TPN 試験体<TPA
試験体となった実験結果について考察する。 

CFRP シートおよび AFRP シートで被覆されたコンクリ

ート試験体が交流電圧を受けた時の状態の模式図を図－

19に示す。2 つの端子間に形成される電場は，先にも述べ

たように両端子に近い範囲が強く，離れるほど弱く，表面

側に偏った電場分布を呈する。その電場の影響を強く受け

る FRP シート被覆がインピーダンスに大きく影響を与え

るものと考えられる。 
表－7に示すように，FRP シート被覆を構成する素材の

種類によって比誘電率が異なっている。インピーダンスの

大きさは，誘電分極する物質の量とそのしやすさに反比例

することから，比誘電率が小さい素材でできた FRP シート

被覆ほどインピーダンスは大きいと考えられるので，TPN
試験体より TPA 試験体や TPC 試験体の方が大きくなる。

被覆中に導体である CF を挟んでいる CFRP シート被覆の

場合，抵抗が比較的小さい CF 中に電場による電子の流れ

が発生し，電流が流れることになる（図－20）。これは無限

に誘電分極現象が起きているとみなすことができるため，

CFRP シート被覆のみかけの比誘電率が大きくなるものと

考えられる。このことから，TPC 試験体<TPN 試験体<TPA
試験体の順でインピーダンスが大きくなったものと推察

される。 
電流・電圧の大きさと向きが時間的に変化する交流電場

中の CFRP シート被覆の影響について考察する。このとき

CF 中に流れる電流も交流電流となるため，CF は電磁波を

発生する一種のアンテナのような役割を果たす。そのため

プローブの 2 つの電極間に発生した電場により，CF 中に

電流が発生し電磁波となる。 
本実験ではプローブを繊維方向に対して直交する方向

に配置したため，各々の CF が独立したものであれば，CF
中にはほとんど電流は流れない。しかしながら，図－20に

示すように，部分的に CF は接触し束になっている箇所も

ある。その束になった箇所を通じて電流が流れ，電磁波が

発生する。CF 同士やその束同士にはエポキシ樹脂で満た

された部分もあり，隙間が形成される。先述のように形成

された電場の影響範囲がその隙間を通じてコンクリート

にまで及ぶ。そこで CFRP シートの繊維方向に対して平行

に設けた人工ひび割れ（スリット）箇所において，ひび割

れがない箇所に比べ，インピーダンスの極大値と位相角変

位周波数が変化するため，コンクリートのひび割れを検出

できたものと考えられる。 
（４）位相角の変位 
位相角が 3MHz～4MHz 付近で負から正に変位すること

について考察する。 
先述のようにコンクリートは一種の誘電体とみなすこ

 
図－18 交流電圧負荷のコンクリート内部の模式図 

 

 
図－19 FRPシート被覆したコンクリートの交流負荷状態模式図 

 
表－7 位置 Bにおけるインピーダンス極大値と比誘電率 

試験体番号 位置 B での 
インピーダンス極大値 

FRP シート構成

素材の比誘電率※ 

TPN000-050 2.40 [MΩ] 6.0～10.0 
TPC167-050 1.61 [MΩ] 炭素: － 

EP: 2.5～6.0 
PA: 2.5～2.6 

TPC333-050 2.02 [MΩ] 

TPA286-050 2.67 [MΩ] 
※ EP はエポキシ樹脂 ， PA はポリアミド 

 

 
図－20 CFRPシート被覆からの電磁波発生模式図 
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とができる。プローブの 2 つの端子間に発生した電場によ

って，コンクリート内の有極分子は電場方向に向きを揃え

誘電分極状態となる。これは，電荷を蓄える一種のコンデ

ンサとみなすこともできる。交流電圧を印加されたコンデ

ンサは，その交流周波数が高くなるとインピーダンスが低

くなる性質を有しており 14)，同時に流れる交流電流は，印

加される交流電圧に対して 1/4 周期前にずれる（位相角－

90 度）性質を有す 14)。本実験では図－9～図－11，図－15
～図－17 に示したように，3MHz～4MHz 付近までは位相

角が負であったことから，3MHz～4MHz 付近までは，コン

デンサとしての性質（容量性）を示したものと考えられる。

位相角が正に変化した現象は，コンデンサとは異なり，印

加交流電圧が交流電流よりも進んだことを表している。こ

のような性質を持つ電気的素子として，インダクタが挙げ

られる。インダクタはコンデンサとは反対に，印加される

交流電圧に対して，交流電流は 1/4 周期後ろにずれる（位

相角+90 度）性質を有す 15)。これらのことから，コンクリ

ートは FRP シート被覆の有無に関わらず，印加する交流電

圧の周波数により，コンデンサ・インダクタの両性質を有

し，それらが複雑に結びついた電気的回路とみなすことが

できる。その電気的特性を利用して，FRP シートで被覆さ

れ直接的に目視できないようなコンクリートのひび割れ

を検出できる技術の可能性が窺えた。 
 

4. まとめ 
 

本研究では，FRP シートで覆われたコンクリート部材表

面近傍にあるひび割れを，コンクリート部材をひとつの誘

電体と考えた時の電気的インピーダンスや位相角の変化

を捉えて検出する技術について，その基礎的な実験により

検証した。本論文では，FRP シートで覆われたコンクリー

ト部材であっても，表面直下にある幅 1mm のスリット（人

工ひび割れ）を跨ぐように電極端子を配置し，周波数 1MHz
～8MHz の交流電圧を印加することで，ひび割れを検出で

きる技術を提案した。本研究で実施した基礎実験の範囲内

において，以下のことが明らかになった。 

(1) ひび割れを跨いだインピーダンスの極大値は，これを

跨がないように電極端子を配置した際に測定されるイ

ンピーダンス極大値よりも高い。 
(2) ひび割れを跨ぐように電極端子を配置した際に測定さ

れる位相変位周波数は，これを跨がないように電極端

子を配置した場合の位相変位周波数よりも低い。 
(3) FRP シートで覆われたコンクリート部材表面直下にあ

る幅 1mm のひび割れについて，深さを求めることはで

きないものの，周波数 1MHz～8MHz の交流電圧を印加

することで，インピーダンス極大値と位相変位周波数

により検出できる。 
今後の研究課題として，検出できるひび割れ深さを明ら

かにするため，2 つの電極端子で形成される電場の深さ方

向におよぼす影響範囲を調べるとともに，二方向炭素繊維

ドライシートで被覆された場合の電場の影響範囲につい

て明らかにする必要がある。実際のコンクリート構造物に

生じるひび割れには，その内部に水分が存在する可能性も

あるため，その影響についても今後検討する必要がある。

また FRP シートで被覆されたコンクリート躯体の電気的

性質が本実験で確認されたが，広範な実験条件の基でデー

タ蓄積を図り，電気的等価モデルを考案するとともに，得

られた結果の数値シミュレーション等で検証する必要が

ある。 
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Fundamental Experiment on Invisible Crack Detection of Concrete Covered with Fiber Reinforced Polymer (FRP) 
through Electrical Impedance Variations and Phase Transition 
By Kenji Tada, Yuji Takeda, Hiroaki Hasegawa and Isamu Yoshitake 
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Synopsis: This study aims to develop a non-destructive test for the detection of invisible cracks in concrete covered with fiber 
reinforcement polymer (FRP) sheets using electrical impedance variation and phase transition. The fundamental test was 
performed considering the hypothesis that the concrete exhibits inductive and resistive properties. Some FRP-covered concrete 
specimens with an artificial crack were prepared. The study examined the frequency characteristics of impedance and phase 
under AC voltage with frequencies ranging from 1 kHz to 8 MHz. These frequency characteristics were examined using an 
impedance analyzer controlled by a computer. The impedance and phase were measured using a probe with two electrode 
terminals. The test results confirmed that in the range of approximately 3 MHz to 4 MHz, the capacitive phase property of 
cracked concrete changes to exhibit inductive characteristics. It was revealed that invisible cracks in FRP-covered concrete can 
be detected by measuring the frequency at the impedance local maximum value and the phase transition property. 

Keywords: Electrical Impedance, Capacitive Phase Transition, FRP, Crack, Non-destructive Testing 
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