
1081，夛田健次，p. 1/6 

論文     CFRP シートで被覆したコンクリートの劣化損傷の検出に関する
一考察 
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A Consideration of Internal Damage Detection of Concrete Covered with Carbon 
Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Sheets 
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要旨：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，炭素繊維強化ポリマーシート

で覆われたコンクリートに生じた劣化損傷を検出する技術開発を目的としている．コンクリートを

一種の誘電体と捉え，表面直下および内部にひび割れを生じさせた試験体を製作し，電場の与え方

を変えてインピーダンスおよび位相角を測定した．この実験結果から，2～4MHz 付近でのインピー

ダンス極大値と位相角が変化する周波数を測定することで，炭素繊維強化ポリマーシートで覆われ

た上からコンクリート表面直下および内部の劣化損傷を検出できる可能性について考察した． 

キーワード：インピーダンス，位相角，CFRP，ひび割れ，非破壊検査 

 

1.はじめに 

首都圏直下地震，東海・東南海・南海地震の 30 年

以内の発生確率が 70％とされている．また，近年の

社会情勢の変化として，人口減少・少子高齢化社会

の到来による就労人口減少とそれに伴う税収の減少

が懸念されている．このような中，高度成長期から

のストックの多くが建設後 50 年を迎え，老朽化し

たストックの維持管理のあり方も問われ，リダンダ

ンシーの確保や耐震性確保のために様々な補強がな

されてきた．こういった補強の中には，表面を炭素

繊維強化ポリマー（Carbon Fiber Reinforced Polymer: 

CFRP）シートで巻き立て補強されたコンクリート構

造物もみられる．これら構造物が先に述べたような

今後予想される巨大地震により被災した場合，その

被災状態を把握する必要も生じるものと考えられる． 

コンクリート構造物の劣化状態や被災状況の確認

にはまず目視による外観調査と内部の状態を定量的

に確認する目的で非破壊試験が実施され，続いて破

壊試験を含む調査が実施される 1)．コンクリート構

造物の内部劣化損傷の検出には，電磁波や超音波，

弾性波といった物理的な信号を構造物の内部に与え

て，その信号に対して内部からの反応を視る非破壊

試験法 2)が適用されている．表面を CFRP シートで

覆われたコンクリート構造物の場合，有効に物理的

信号を内部に伝達させることも，内部からの信号に

対する反応情報も得ることが難しく，（筆者らの経験

によると）内部劣化損傷の有無や程度を検出するこ

とができていなかった． 

コンクリートの表面が CFRP シートで覆われてい

る構造物の表面（CFRP シート直下）や内部の劣化

損傷を CFRP シートの上から検出する技術が求めら

れる．筆者らはこれまでに，CFRP シート直下にあ

るひび割れを跨ぐように電極配置することで，イン

ピーダンス極大値および位相変位周波数が，ひび割

れを跨がないように電極配置した場合に比べ変化す

ることを突きとめ，CFRP シート直下にあるひび割

れ検出の可能性について報告した 4)． 

本論文では，表面を CFRP シートで覆われたコン

クリートをひとつの誘電体と考え，交流電圧を印加

した状態下で，ひび割れ等の損傷が内部にある場合

のインピーダンスおよび位相角の周波数特性を測定

することにより，内部損傷前後でその特性の変化に

ついて電極配置を考え実験を行った． 

さらに，ひび割れ等の損傷箇所が表面近傍または

内部にあるのか，パラメータから推定できる可能性

があるものと考え，コンクリート表面が CFRP シー

トで覆われた試験体の等価回路を考案し，インピー

ダンスおよび位相角の周波数特性を再現できるか検

討した． 

 

2.測定原理と仮説 

一般的にコンクリートは完全乾燥状態では電気を
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通さない絶縁物であるが，水分を含む場合は電気的

な抵抗を示す 3)．また，コンクリートは粗骨材，細

骨材，セメント水和物，水，空気から構成される複

合材料であり，導電性物質の代表で骨材やセメント

に由来する塩化物イオンが存在し，電場中で分極す

る性質を有する水や水酸化カルシウムを内包してい

る．これらのことから，電場中に置かれたコンクリ

ートはそれに含まれる分極性物質が分極することに

より，電荷を蓄える機能を持った電子デバイスであ

るコンデンサと等価と考えることができる．このよ

うなコンデンサがどのくらいの量の電荷を蓄えるこ

とができるかは，電場中にある誘電体の分極のしや

すさ（誘電率 ε[F/m]）に比例する．ここで，誘電率

𝜺は真空の誘電率𝜺𝟎（ 8.85 10 F/m ）とそれと

の比である比誘電率𝜺𝒓との積である．比誘電率は物

質（誘電体）によって様々な値を示すが，空気の𝜺𝒓
はほぼ 1 であり，コンクリートの𝜺𝒓は 6～10 程度 2)

である． 

前述のようにコンクリートは様々な導電性物質や

誘電物質を含んだ複合材料であるため，誘電体とみ

なすことができる．ここで，仮にこの誘電体（コン

クリート）にひび割れ（空気）が発生したと考える

と，元来 6～10 であったコンクリートの比誘電率が，

比誘電率が 1 である空気が混ざることで，みかけの

比誘電率が低下すると考えることができる． 

コンクリート構造物のひび割れ・損傷は表面に生

じるものと内部で生じるものがあるが，CFRP シー

ト直下にあるひび割れの場合，既報 4)によると，ひ

び割れを跨ぐように電極配置（図-1 の位置 B）する

ことで，インピーダンス極大値および位相変位周波

数がこれを跨がないように電極配置（図-1 の位置

A,B）した場合と比較して変化することから検出の

可能性を窺うことができた．しかし，これと同じ電

極配置では損傷が内部または表面にあるか判別でき

ないため，内部損傷を検出するためには，表面ひび

割れを検出するための電場のかけ方とは異なる電極

配置を考える必要がある．また，コンクリート表面

および CFRP シートの表面はある程度の凹凸がある

ため，電極との安定的な接触を考えると，電極は小

さい方がよい．そこで， 

仮説：方向に規則性のない内部の損傷は，コンク

リートを挟み込むような方向に電場を与え

ることで内部の損傷の有無による違いが生

じる． 

という仮説をたて実験的検証を試みた． 

 

3.実験方法 

3.1 試験体 

図-2 に示すように，長軸面の対 2 面に CFRP シー

トを貼付けた直方体コンクリート試験体（幅

400mm×奥行 100mm×高さ 100mm）を 6体作製した．

コンクリートの配合およびフレッシュ性状を表-1

に示す．型枠はコンクリート打設後 3 日後に脱型し，

28 日の 20℃気中養生期間を経た後，CFRP シートを

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．含

水率が 8%以下であることを確認した後，CFRP シー

トを貼り付け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，目付量 313g/m2 の炭素繊維（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．CFRP シートの積層構成を図-3 に示す．

なお，プライマーとパテおよび含侵樹脂は刷毛塗り，

炭素繊維（ドライ）シートはローラーにて含侵樹脂

を染み込ませた．ここで，ドライシートの繊維方向

は図-2 に示すように長軸方向に直行する方向とし

 
図-1 表面ひび割れ試験体の電極配置 4) 

 

 
図-2 内部損傷試験体の模式図 

 
表-1 配合および性状表（内部損傷試験体） 

W/C 
% 

単位量（kg/m3） 

セメント 水 粗骨材 細骨材 混和剤※ 

57.7 315 182 964 804 3.15 

スランプ 15.0cm 空気量 5.2% 

※ AE 減水剤 
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た．2 体ずつ 3 つのグループに分けた 6 体の試験体

を用いて，JIS A 1148 の A 法に準じた凍結融解試験

を行うことにより，CFRP シートで被覆したコンク

リート内部の劣化・進行を模擬した．凍結融解サイ

クル 100 回までとした試験体を ITP-F100-1・2，同

200 回までとした試験体を ITP-F200-1・2，同 300 回

までとした試験体を ITP-F300-1・2 と表記する（表-

2）．なお，凍結融解試験前の 1 週間は水中養生を行

った． 

3.2 測定方法 

図-4 に示す測定位置（CFRP シート被覆面中央位

置およびその左右 10mm 離れた点を含む 3 点）にお

いて図-5 に示す電極端子を有する測定端子を CFRP

シート表面に直接押し当て，電圧 1V（2.82Vp-p）の

交流電圧（周波数 1～8MHz）を印加したときのイン

ピーダンスおよび位相角を PC 制御下のインピーダ

ンス解析器を用いて測定した．また，凍結融解試験

後の含水率は凍結融解試験前と同等となるまで気中

養生した後に測定した．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，凍結融解試験前後

の各試験体の同じ箇所で測定した． 

 

4.実験結果と考察 

4.1 実験結果 

それぞれの試験体に，周波数 1MHz から 8MHz の

交流電圧を印加した際のインピーダンスと位相角の

周波数特性を測定した． 

(1) 表面ひび割れ試験体 4) 

筆者らによるこれまでの研究 4)によると，図-6 に

示すように，インピーダンスは 3MHz～4MHz 付近

で極大値を示し，位相角が負から正へと変化した．

 
図-3 CFRP シートの積層構成 

 

 
図-4 内部損傷試験体の測定方法 

 

表-2 内部損傷試験パラメータ 

試験体記号 
凍結融解 
サイクル 

ドライシート 目付量 

ITP-F100-1･2 100 
炭素繊維 

厚さ=0.167mm 
313g/m2 ITP-F200-1･2 200 

ITP-F300-1･2 300 

 

 
 

 
図-5 内部損傷試験体の電極 

  

 
   a) インピーダンス 

 
  b) 位相角 

図-6 表面直下にある深さ 50mm のひび割れ試験体

の周波数特性 4) 
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また，インピーダンス極大値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

し，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）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，位置 A およ

び位置 C の変位周波数よりも低い数値を示した． 

(2) 内部損傷試験体 

内部損傷を生成させるための凍結融解試験の前後

に関わらず，図-7 に示すように，2MHz～4MHz 付近

でインピーダンスは変曲点を示した．そのインピー

ダンス変曲点での値は，凍結融解作用により小さく

なり，凍結融解サイクルに応じて小さくなった．な

お，1MHz 付近での凍結融解試験前のインピーダン

ス値が ITP-F100-1 と ITP-F300-1 とで異なるのは，試

験体のばらつきによるものと考えられる． 

同様に，位相角も凍結融解試験の前後に関わらず，

図-8 に示すように， 2MHz～4MHz 付近で負から正

へ変化し，その位相変位周波数は凍結融解作用によ

り大きくなり，凍結融解サイクルに応じて大きくな

る傾向が窺えた． 

4.2 考察 

(1) 仮説の検証 

実験結果から，CFRP シート直下にあるひび割れ

は，既報 4)にあるように，電極をひび割れを跨ぐ配

置（電場がひび割れにより遮られるような電極配置）

とすることで，他の電極配置と比較してインピーダ

ンス極大値が大きく，位相変位周波数が小さくなる

ことが確認されたことから，表面直下のひび割れに

対して遮られる方向に電場を与えることでひび割れ

の有無による違いが生じ，検出の可能性を窺うこと

ができた．また，CFRP シートで被覆された試験体

において内部にある損傷は，試験体を挟み込むよう

な電極配置にした際に得られるインピーダンス変曲

点での値が，損傷前と比較して小さくなり，位相変

位周波数が大きくなることを確認し，先に提示した

仮説について検証できた． 

(2) 等価回路の考案 

空気層とみなせるひび割れが発生することでみか

けの比誘電率𝜺𝒓が低下し，静電容量 Cが小さくなる．

静電容量 Cが小さくなるということは，インピーダ

ンスが大きくなる．表面直下のひび割れに対する測

定結果はそのようになったことから，表面直下のひ

び割れを含む表層部分の静電容量 CS と CFRP シー

トとの界面に生じる接触抵抗 RS とは直列接続とな

っているものと考えられる．一方，ひび割れが内部

にある試験体では逆にインピーダンスが小さくなっ

ている．このことから，コンクリート内部に生じて

いるひび割れなどの損傷や水分，その他物質による

静電容量 CIと抵抗 RIとの並列接続が考えられる．

さらに，位相角が周波数の増加に伴い，負から正に

 
  a) ITP-F100-1 

 
  b) ITP-F300-1 

図-7 内部損傷試験体のインピーダンス 

周波数特性 
 

 
a) ITP-F100-1 

 
b) ITP-F300-1 

図-8 内部損傷試験体の位相角周波数特性 
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変化することから，インダクタとの並列および直列

接続も考えられる．インダクタは電流を一定に保つ

役目をするデバイスであり，一般的にはコイルであ

るが，表面を被覆している炭素繊維がそれに類似し

た役割を果たしていると考えられる（図-9,10）．以

上のことを鑑みて，本実験系の等価回路を図-11 の

ように推定し，数値解析と実験結果を比較検証する． 

図-11 にある等価回路のインピーダンス𝒁（複素イ

ンピーダンス）は以下の式(1)のようになる． 

ただし，ここで𝛾 ，𝛾 ，𝛽は以下の式(2)，(3)，(4)で

表される． 

𝛾𝐼 1 𝜔2𝐶𝐼𝐿𝐼             (2)  
𝛾𝐹 1 𝜔2𝐶𝐹𝐿𝐹             (3) 
𝛽 𝜔𝑅 𝐶 𝛾 𝐶 𝛾            (4) 

なお，𝑗は虚数を表す記号，𝜔は角周波数であり，周

波数を𝑓とすると2𝜋𝑓で表される数値である． 

測定されるインピーダンス Zは，式(1)で表され

る複素インピーダンスの絶対値（√ Im 𝒁
Re 𝒁 ）であり，位相角𝜃は𝜃 tan 1 Im 𝒁 /
Re 𝒁 より求めることができる． 

4.3 想定した等価回路と実測値の比較 

(1) CSと LFによる Zの変化 

等価回路において，鳳-テブナンの定理 5)を複数回

用いて解析し導出した数値である CS=0.055pF，

RS=0.3MΩ，LF=31mH，CF=0.3pF，LI=10mH，RI=1.1M

Ω，CI=0.05pF と設定し，CSと LFを変化させ実測値

と比較した結果を図-12 に示す．なお，ここでは CS

とあわせて LFを 34mH とした結果を示す．表面ひび

割れが存在するとCSが小さくなるので，CSを 0.03pF

と小さくするとインピーダンスは高くなる傾向につ

いては実測データと同様であったが，位相変位周波

数については実測値と整合しなかった． 

(2) CIと LFによる Zの変化 

等価回路において，鳳-テブナンの定理 5)を複数回

用いて解析し導出した数値である CS=0.0056pF，

RS=0.3MΩ，LF=170mH，CF=0.05pF，LI=1.2mH，

RI=20MΩ，CI=0.5pF と設定し，CIと LFを変化させ

実測値と比較した結果を図-13 に示す．なお，ここ

ではCIと同時に LFを 167mH に変化させたものであ

る．内部損傷が存在すると CIが小さくなるため，CI

を 0.016pF と小さくするとインピーダンスは低くな

る傾向については実測データと一致したが，位相変

位周波数の特性については実測値と形状が異なるも

のであった． 

今後等価回路モデルについて再検討して，数値解

析を基にその検証を図りながら，CFRP シートで被

覆したコンクリートの電気的性質について考察する

必要があると考えている． 

 

   𝒁 𝑅    

    𝑗 𝜔𝐿   (1) 

 

     
図-9 表面ひび割れ測定時の等価回路概念図       図-10 内部損傷測定時の等価回路概念図 

 

 
図-11 想定される等価回路 
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5.まとめ 

本論文では，表面近傍と内部に損傷部を設けた

CFRP シートで被覆された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，等価

回路を想定し実測値と比較し検証した．以下に本研

究の主な要点をまとめて示す． 

(1) 表面直下および内部にひび割れが生じた CFRP

シートで覆われたコンクリートの等価回路を

推定し，測定値と等価回路から計算される結果

は，インピーダンス極大値および変曲点の傾向

を再現できた． 

(2) CFRP シートで覆われたコンクリートの表面直

下および内部に損傷が生じた場合，コンクリー

トのみかけの比誘電率が低くなり静電容量が

低下するため，インピーダンス極大値および位

相変位周波数が生じる． 

今後の研究課題として，CFRP シートで被覆され

たコンクリートの電気的性質が確認され，電気的等

価回路を考案しインピーダンス極大値では実測値と

の一致はみられたものの，周波数特性形状が充分に

フィッティングできておらず，位相変位周波数では

特性が異なったため，広範な実験条件の基でデータ

蓄積を図り，より詳細な等価回路を考案し検証して

いく必要があると考えている． 
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(a) インピーダンス Z 

 
(b) 位相角θ 

図-12 等価回路の CSと LFによる Zとθの変化 

 

 
(a) インピーダンス Z 

 
(b) 位相角θ 

図-13 等価回路の CFと LFによる Zとθの変化 
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