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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デッキプレートと、このデッキプレートの下面に設けられた補強部材とを含む金属部材
と、この金属部材のデッキプレート上に設けられた舗装とを有する橋梁床版の上記金属部
材に生じた亀裂を検出する方法であって、
　橋梁床版の上面側又は下面側から撮影された赤外線熱画像を用いて、舗装表面の温度分
布の偏り、又は、金属部材の表面の温度分布の偏りとして表れる位置であって、デッキプ
レートと舗装との間に形成された隙間、舗装の中に形成された空隙又はひび割れ、舗装の
上面部に形成されたポットホール、デッキプレート上の水の滞留、及び、補強部材として
のトラフへの水の貯留のうちの少なくとも１つが生じた位置を特定することにより、金属
部材の損傷が生じている可能性の高い位置を、金属部材の探傷を行うべき候補位置として
特定する候補位置特定工程と、
　上記候補位置特定工程で特定された候補位置で、舗装の上面側から電磁誘導探傷を行っ
て金属部材の損傷位置を検出する損傷検出工程と、
　上記損傷検出工程で検出された損傷位置で、金属部材のデッキプレートの上面側又は下
面側から超音波探傷を行って金属部材の亀裂を検出する亀裂検出工程と
を備えることを特徴とする橋梁床版の亀裂検出方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の橋梁床版の亀裂検出方法において、
　上記候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像は、舗装の上を走行する車両から撮影され
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た舗装の赤外線熱画像であることを特徴とする橋梁床版の亀裂検出方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の橋梁床版の亀裂検出方法において、
　上記候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像は、舗装の上方の静止位置から撮影された
舗装の赤外線熱画像であることを特徴とする橋梁床版の亀裂検出方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の橋梁床版の亀裂検出方法において、
　上記候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像は、橋梁床版の下面側から撮影された金属
部材の赤外線熱画像であることを特徴とする橋梁床版の亀裂検出方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の橋梁床版の亀裂検出方法において、
　上記損傷検出工程の電磁誘導探傷は、デッキプレートに渦電流を発生させて生成した磁
界を検出する渦流探傷装置を用いることを特徴とする橋梁床版の亀裂検出方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の橋梁床版の亀裂検出方法において、
　上記亀裂検出工程の超音波探傷は、デッキプレートに複数の超音波を集束させて走査す
るフェイズドアレイ探傷装置を用いることを特徴とする橋梁床版の亀裂検出方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の橋梁床版の亀裂検出方法において、
　上記橋梁床版の金属部材は、デッキプレートと、このデッキプレートの下面に橋軸方向
に設けられたトラフとを含み、
　上記損傷検出工程は、デッキプレートのトラフとの溶接部から進展するデッキプレート
の亀裂を検出することを特徴とする橋梁床版の亀裂検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば鋼製床版等の橋梁床版に生じる亀裂の検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速道路の高架橋等のような道路用の橋梁では、図１に示すような鋼製床版が多く用い
られている。図１に示すように、鋼製床版１は、鋼板で形成されたデッキプレート２と、
デッキプレート２の上面に敷設されたアスファルトで形成された舗装３を備える。デッキ
プレート２の下面には、橋軸方向に延びるＵ字状断面のトラフ４と、トラフ４と平行の縦
リブ５と、橋軸直角方向に延びる横リブ６が設けられている。鋼製床版１は、ＲＣ（鉄筋
コンクリート）床版等と比較して軽量であり、かつ、施工が容易であることから、橋梁の
床版として広く普及している。
【０００３】
　最近、特に都市高速道路の高架橋のような交通量の比較的大きい橋梁において、鋼製床
版１の損傷が問題となっている。すなわち、この種の橋梁においては、舗装上を走行する
車両の荷重を頻繁に受けることから、図２Ａ及び２Ｂに示すように、デッキプレート２と
トラフ４との溶接部を起点として、デッキプレート２の亀裂７やビード２１の亀裂８が生
じる。デッキプレート２の亀裂７としては、図２Ａのようにビード２１のトラフ４内側の
端縁から進展する亀裂７Ａと、図２Ｂのようにビード２１のトラフ４外側の端縁から進展
する亀裂７Ｂとがある。なお、図２Ａ及び２Ｂは、デッキプレート２の亀裂７Ａ，７Ｂと
ビード２１の亀裂８の発生位置を説明する趣旨であり、一般的には、同じ断面でデッキプ
レート２の亀裂７Ａ，７Ｂとビード２１の亀裂８との両方が生じることは殆ど無い。特に
、デッキプレート２を貫通する亀裂７が生じた場合、デッキプレート２の貫通亀裂７の周
辺部分が車両の通行に伴って変位し、舗装３の貫通亀裂７の周辺部分が破損して、舗装３
にポットホールや貫通穴が生じる恐れがある。このような舗装３の損傷は、車両の安全な
走行を害する恐れがあるので、早期の発見と補修が望まれる。
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【０００４】
　そこで、舗装３の損傷を予防するため、デッキプレート２及びトラフ４等の鋼製部材の
早期補修を目的として、鋼製部材の亀裂を検出する方法が提案されている。従来、鋼製床
版の鋼製部材の亀裂検出方法としては、浸透探傷試験や磁粉探傷試験がある。しかしなが
ら、浸透探傷試験や磁粉探傷試験は、検出対象が鋼製部材の表面に達した亀裂であるため
、デッキプレート２の亀裂を検出するには、舗装３を除去してデッキプレート２の上面を
露出させる必要がある。したがって、検出作業に手間がかかるという問題がある。また、
舗装３を除去するために、検出位置の車両の通行規制を行う必要があるので、車両交通へ
の影響が大きいという問題がある。
【０００５】
　車両の通行規制を行わずに鋼製床版の鋼製部材の損傷を検出する方法としては、デッキ
プレート２の下面側から目視観察を行うことが考えられる。しかしながら、デッキプレー
ト２の下面側からの目視観察では、ビード２１の亀裂８は検出できるが、デッキプレート
２のビード２１のトラフ４内側の端縁から進展する亀裂７Ａは、ビード２１やトラフ４に
隠れる側に存在するので検出できないという問題がある。
【０００６】
　そこで、デッキプレート２の亀裂７Ａを下面側から検出する方法として、超音波探傷を
行うことが考えられる。超音波探傷による鋼製床版の亀裂検出方法としては、従来、超音
波振動子を内蔵する探触子を、デッキプレートとトラフに接触させた状態でトラフの延在
方向と平行に移動させるに伴い、この探触子からデッキプレートに対して超音波を発振及
び受信して、デッキプレートに進展する亀裂を検出するものが知られている（例えば、特
許文献１参照）。この亀裂検出方法によれば、探触子を、デッキプレートの下面とトラフ
の側面とに接触させると、デッキプレートに対する超音波の出射角が適切になるように形
成されており、デッキプレートの亀裂検出作業の容易化と検出精度の向上を行うようにし
ている。
【特許文献１】特開２００８－２０９２３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、超音波探傷による鋼製床版の亀裂検出方法は、デッキプレート２の下面
側で、デッキプレート２やトラフ４やリブ５，６に接近して作業を行うので、作業足場が
必要となる。鋼製床版１の鋼製部材の損傷を早期に検出するためには、橋梁の全ての鋼製
床版１に対して定期的に亀裂検出を行う必要があるが、超音波探傷のみによって全ての鋼
製床版１の亀裂検出を行うとすると、作業足場の設置にかかる手間とコストが嵩むという
問題がある。この問題は、路線の大部分が橋梁で構成される都市高速道路において顕著で
ある。
【０００８】
　また、超音波探傷は、単位時間あたりに検査可能な距離は数ｍのオーダーであり、検査
速度が比較的遅い。したがって、鋼製床版１の全部に検査を行うと、時間とコストが嵩む
問題がある。この問題は、路線の大部分が橋梁で構成される都市高速道路において顕著で
あり、橋梁に使用される全ての鋼製床版１に超音波探傷を行うのは現実的でない。
【０００９】
　そこで、本発明の課題は、交通への影響が少なく、しかも、少ない手間とコストにより
、橋梁床版の金属部材の亀裂を検出できる橋梁床版の亀裂検出方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の橋梁床版の亀裂検出方法は、デッキプレートと、こ
のデッキプレートの下面に設けられた補強部材とを含む金属部材と、この金属部材のデッ
キプレート上に設けられた舗装とを有する橋梁床版の上記金属部材に生じた亀裂を検出す
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る方法であって、
　橋梁床版の上面側又は下面側から撮影された赤外線熱画像を用いて、金属部材の探傷を
行うべき候補位置を特定する候補位置特定工程と、
　上記候補位置特定工程で特定された候補位置で、舗装の上面側から電磁誘導探傷を行っ
て金属部材の損傷位置を検出する損傷検出工程と、
　上記損傷検出工程で検出された損傷位置で、金属部材のデッキプレートの上面側又は下
面側から超音波探傷を行って金属部材の亀裂を検出する亀裂検出工程と
を備えることを特徴としている。
【００１１】
　上記構成によれば、候補位置特定工程で、橋梁床版の上面側又は下面側から撮影された
赤外線熱画像を用いて、金属部材の探傷を行うべき候補位置を特定する。橋梁床版の赤外
線熱画像を用いることにより、金属部材の損傷に関連して舗装に表れる損傷や、舗装又は
金属部材に表れる異常を検出することができる。これらの損傷や異常が生じた位置を、金
属部材の探傷を行うべき候補位置として特定することにより、手間のかかる金属部材の探
傷を行う位置を容易かつ効果的に絞り込むことができる。
【００１２】
　また、損傷検出工程では、上記候補位置特定工程で特定された候補位置で、舗装の上面
側から電磁誘導探傷を行って金属部材の損傷位置を検出する。電磁誘導探傷として、例え
ば渦流探傷を行うことにより、舗装の上面側から金属部材の損傷を検出することができる
。したがって、金属部材の損傷を検出するために舗装を除去する必要が無いので、少ない
手間で、金属の損傷位置を特定することができる。
【００１３】
　また、亀裂検出工程では、上記損傷検出工程で検出された損傷位置で、金属部材のデッ
キプレートの上面側又は下面側から超音波探傷を行って金属部材の亀裂を検出する。超音
波探傷を行うことにより、少ない手間で迅速に金属部材の亀裂を検出することができる。
この亀裂検出工程で検出される金属部材の亀裂としては、デッキプレートに進展する亀裂
や、デッキプレートと補強部材との溶接ビードに進展する亀裂や、補強部材に進展する亀
裂がある。特に、デッキプレートと補強部材との溶接部からデッキプレートの上面側に進
展する亀裂は、目視によっては検出が困難であるにもかかわらず、超音波探傷によって効
果的に検出することができる。この亀裂検出工程は、候補位置特定工程と損傷検出工程と
を経て絞り込まれた位置について行うので、デッキプレートの上面側から行う場合は車両
の通行規制を最小限にすることができ、また、デッキプレートの下面側から行う場合は作
業足場の設置を最小限にすることができる。
【００１４】
　このように、候補位置特定工程と、損傷検出工程と、亀裂検出工程とを行うことにより
、検出位置を順次狭めて、最も手間と時間のかかる亀裂検出工程を最小限の検出位置に限
定することができるので、金属部材の亀裂を検出するために必要な手間と時間を、全体と
して大幅に削減することができる。したがって、多くの橋梁床版を対象として、少ない手
間で迅速に金属部材の亀裂検出を行うことができる。その結果、橋梁床版の金属部材の亀
裂を早期に発見し、早期補修が可能となり、ひいては、舗装の損傷を防止して良好な路面
を安定して提供することができる。
【００１５】
　なお、橋梁床版の金属部材は、デッキプレートと補強部材を含むが、補強部材とは、例
えば、トラフやリブや垂直補剛材等が該当する。さらに、金属部材には、デッキプレート
と補強部材とを溶接する溶接部と、補強部材の相互を溶接する溶接部とが含まれる。また
、金属部材は、鋼材で形成されるもののほか、ステンレス材やアルミニウム材等の金属材
料で形成されるものが広く該当する。
【００１６】
　一実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法は、上記候補位置特定工程は、金属部材の探傷を
行うべき候補位置として、デッキプレートと舗装との間に形成された隙間、舗装の中に形
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成された空隙又はひび割れ、舗装の上面部に形成されたポットホール、デッキプレート上
の水の滞留、及び、補強部材としてのトラフへの水の貯留のうちの少なくとも１つが生じ
た位置を特定する。
【００１７】
　上記実施形態によれば、デッキプレートと舗装との間に形成された隙間、舗装の中に形
成された空隙又はひび割れ、舗装の上面部に形成されたポットホール、デッキプレート上
の水の滞留、及び、補強部材としてのトラフへの水の貯留は、金属部材の亀裂等の損傷に
起因して生じる。なお、デッキプレート上に滞留した水やトラフに貯留した水は、舗装の
損傷部分を浸透した雨水や、舗装と金属部材との間の隙間を通った雨水である。これらは
、舗装に表れる損傷や異常として、舗装表面の温度分布の偏りとなって表れ、あるいは、
舗装又は金属部材に表れる異常として、金属部材の表面の温度分布の偏りとなって表れる
。したがって、舗装を上面側から撮影した赤外線熱画像や金属部材を下面側から撮影した
赤外線熱画像を用いて、これらの橋梁床版に表れる損傷や異常を特定することにより、金
属部材の損傷が生じている可能性の高い位置を、金属部材の探傷を行うべき候補位置とし
て、効率的に特定することができる。すなわち、これらの橋梁床版に表れる損傷や異常は
、赤外線熱画像を用いることによって容易に検出できるので、この検出位置を金属部材の
探傷を行うべき候補位置とすることにより、手間のかかる金属部材の探傷を行う位置を容
易かつ効果的に絞り込むことができる。
【００１８】
　一実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法は、上記候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像
は、舗装の上を走行する車両から撮影された舗装の赤外線熱画像である。
【００１９】
　上記実施形態によれば、候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像として、舗装の赤外線
熱画像を採用することにより、デッキプレートと舗装との間に形成された隙間、舗装の中
に形成された空隙又はひび割れ、舗装の上面部に形成されたポットホール、デッキプレー
ト上の水の滞留、及び、補強部材としてのトラフへの水の貯留を検出し、これらの位置を
金属部材の探傷を行うべき候補位置として特定することができる。また、舗装の赤外線熱
画像を、舗装の上を走行する車両から撮影することにより、車両の通行規制を行うことな
く容易かつ迅速に取得することができる。したがって、車両交通に殆ど影響を与えること
なく、金属部材の探傷を行うべき候補位置を特定することができる。
【００２０】
　一実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法は、上記候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像
は、舗装の上方の静止位置から撮影された舗装の赤外線熱画像である。
【００２１】
　上記実施形態によれば、候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像として、舗装の赤外線
熱画像を採用することにより、デッキプレートと舗装との間に形成された隙間、舗装の中
に形成された空隙又はひび割れ、舗装の上面部に形成されたポットホール、デッキプレー
ト上の水の滞留、及び、補強部材としてのトラフへの水の貯留を検出し、これらの位置を
金属部材の探傷を行うべき候補位置として特定することができる。また、舗装の赤外線熱
画像を、舗装の上方に例えば支柱等で支持された撮像装置で撮影することにより、舗装の
上面側の定点位置から容易に取得することができる。なお、舗装の赤外線熱画像は、舗装
の直上に限られず、例えば舗装の近傍の上方に支柱等で支持された撮像装置により、舗装
の近傍の上方の静止位置から撮影されてもよい。また、舗装上に位置する作業者により、
舗装の上面側から撮影されてもよく、この場合、任意の舗装表面を適宜撮影して、金属部
材の探傷を行うべき候補位置を特定することができる。
【００２２】
　一実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法は、上記候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像
は、橋梁床版の下面側から撮影された金属部材の赤外線熱画像である。
【００２３】
　上記実施形態によれば、候補位置特定工程で用いる赤外線熱画像として、金属部材の赤
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外線熱画像を採用することにより、デッキプレート上の水の滞留、及び、補強部材として
のトラフへの水の貯留を検出し、これらの位置を金属部材の探傷を行うべき候補位置とし
て特定することができる。また、金属部材の赤外線熱画像を、橋梁床版の下面側から撮影
することにより、車両交通に影響を与えることなく、金属部材の探傷を行うべき候補位置
を特定することができる。
【００２４】
　一実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法は、上記損傷検出工程の電磁誘導探傷は、デッキ
プレートに渦電流を発生させて生成した磁界を検出する渦流探傷装置を用いる。
【００２５】
　上記実施形態によれば、渦流探傷装置を用いて、デッキプレートに渦電流を発生させて
生成した磁界を検出することにより、この検出磁界の変化に基づいて、デッキプレートを
含む金属部材の損傷位置を検出することができる。ここで、渦流探傷装置を用いることに
より、デッキプレートの上面を露出することなく、舗装が存在する状態で舗装の表面から
プローブを離した状態で、金属部材の損傷位置を検出できる。したがって、舗装を除去す
る必要が無いので、容易かつ迅速に金属部材の損傷位置を検出できる。また、損傷位置の
検出作業において、プローブを舗装の表面から離した状態でスライドさせることができる
ので、迅速に金属部材の損傷位置を検出できる。
【００２６】
　一実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法は、上記亀裂検出工程の超音波探傷は、デッキプ
レートに複数の超音波を集束させて走査するフェイズドアレイ探傷装置を用いる。
【００２７】
　上記実施形態によれば、フェイズドアレイ探傷装置を用いて、デッキプレートに複数の
超音波を集束させて走査することにより、これらの超音波の反射波の変化に基づいて、デ
ッキプレートの走査範囲の亀裂を検出することができる。ここで、フェイズドアレイ探傷
装置を用いることにより、アレイ探触子の設置位置の変更が少ない状態で、デッキプレー
トと補強部材と溶接部にわたる広範囲の領域を高精度に探傷することができる。したがっ
て、金属部材の亀裂の位置及び大きさを、少ない手間で高精度に検出することができる。
【００２８】
　一実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法は、上記橋梁床版の金属部材は、デッキプレート
と、このデッキプレートの下面に橋軸方向に設けられたトラフとを含み、
　上記損傷検出工程は、デッキプレートのトラフとの溶接部から進展するデッキプレート
の亀裂を検出する。
【００２９】
　上記実施形態によれば、デッキプレートとトラフとの溶接部から進展する亀裂は、デッ
キプレートの下面側から目視観察によっては検出できないが、上記候補位置特定工程と損
傷検出工程と亀裂検出工程とを行うことにより、少ない手間と時間で検出することができ
る。したがって、検査対象の路線に設けられた多くの橋梁床版について、舗装の損傷の原
因となるデッキプレートの亀裂を早期に検出し、早期に補修を行うことができる。その結
果、舗装の損傷を効果的に防止して、良好な路面を安定して提供することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、橋梁床版の赤外線熱画像を用いた候補位置特定工程と、舗装の上面側
からの電磁誘導探傷による損傷検出工程と、金属部材のデッキプレートの上面側又は下面
側からの超音波探傷による亀裂検出工程を行うので、検査対象の路線に設けられた多くの
橋梁床版について、車両交通に殆ど影響を与えずに、しかも、少ない手間により迅速に金
属部材の亀裂を検出することができる。したがって、早期に金属部材の亀裂を補修するこ
とができて、舗装に貫通穴等の重大な損傷が生じる不都合を効果的に防止できる。その結
果、路線の大部分が橋梁であり、しかも、交通量の大きい都市高速道路において、良好な
路面を安定して提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３１】
　以下、本発明の実施形態を、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３２】
　図１は、本実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法を適用する橋梁床版としての鋼製床版を
、下側から観察した様子を示す図である。この鋼製床版１は、デッキプレート２と、デッ
キプレート２の上面に敷設された舗装３を有する。デッキプレート２の下面には、補強部
材として、Ｕ字状断面を有して橋軸方向に延在するトラフ４と、トラフ４と平行に延在し
てＩ型断面を有する縦リブ５と、橋軸直角方向に延在してＩ型断面を有する横リブ６が設
けられている。デッキプレート２、トラフ４、縦リブ５及び横リブ６は、いずれも鋼材で
形成され、本発明の金属部材を構成している。トラフ４、縦リブ５及び横リブ６は、デッ
キプレート２に溶接により固定され、また、補強部材の相互の接続部が溶接により固定さ
れている。これらの溶接部分には、図２Ａのトラフ４とデッキプレート２との溶接部の断
面図に示すように、ビード２１が形成されている。各部材の相互の溶接部に形成されるビ
ードもまた、本発明の金属部材に該当する。
【００３３】
　舗装３はアスファルトで形成されている。なお、舗装３は、アスファルトのみで形成さ
れる以外に、少なくとも一部がコンクリートや樹脂で形成されていてもよい。
【００３４】
　この鋼製床版１は、都市高速道路の高架橋に用いられており、図示しない橋脚によって
支持されている。
【００３５】
　本実施形態では、都市高速道路の所定の路線を構成する全ての鋼製床版１について、金
属部材としてのデッキプレート２と、デッキプレート２とトラフ４のビード２１の亀裂７
Ａ，７Ｂ，８を検出する。
【００３６】
　図３は、本実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法の工程を示したフローチャートである。
図３のフローチャートに示すように、まず、鋼製床版１の舗装３の表面の赤外線熱画像を
撮影し（ステップＳ１）、この赤外線熱画像を用いて、デッキプレート２の探傷候補位置
を特定する（ステップＳ２）。続いて、特定された探傷候補位置で、渦流探傷装置を用い
て舗装３の上面側からデッキプレート２の損傷位置を特定する（ステップＳ３）。この後
、特定された損傷位置で、フェイズドアレイ探傷装置を用いて舗装３の下面側からデッキ
プレート２の亀裂の位置及び大きさを検出する（ステップＳ４）。以下、各ステップの詳
細を説明する。
【００３７】
　図４Ａは、ステップＳ１で撮影された舗装３の赤外線熱画像の例を示す図である。この
赤外線熱画像は、舗装３の上面側から夜間に撮影されたものであり、舗装３の表面の温度
分布を、濃紺から紫に至る色彩グラデーションにより示した色彩分布図として表されてい
る。図４Ａの端には、色彩と温度の対応を示したグラデーションスケールが示されている
。図４Ｂは、図４Ａに示す舗装３の赤外線熱画像の一部を拡大して示したものである。な
お、図４Ａ及び４Ｂは、色彩グラデーションから色彩が削除され、明度のみによって示さ
れている。
【００３８】
　赤外線熱画像には、舗装３の表面から数ｃｍから十数ｃｍの深さにおける温度が反映さ
れる。この赤外線熱画像に基づいて、舗装３に生じている損傷や異常を検出することがで
きる。舗装３にひび割れ等の損傷が生じると、損傷部分が他の部分に対して温度が変化し
、夜間に低下傾向、昼間に上昇傾向を示すので、損傷部分が赤外線熱画像に色彩の異なる
部分となって表れる。図４Ｂでは、矢印Ａで示す位置に、概ね線状の変温（低温）部分が
表れている。この変温（低温）部分の位置を、舗装の損傷位置として特定するとともに、
金属部材の探傷を行うべき候補位置として特定する（ステップＳ２）。舗装３に生じる損
傷は、その下方のデッキプレート２等の金属部材の損傷に相関性を有すると考えられるた



(8) JP 5191873 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

め、舗装３の損傷位置を金属部材の探傷候補位置とすることにより、金属部材の損傷を検
出することが可能となる。
【００３９】
　なお、赤外線熱画像に基づいて検出する舗装３の損傷は、ひび割れ以外に、舗装３中の
空隙や、舗装３の上面部のポットホールがある。さらに、デッキプレート２の下面に溶接
されたトラフ４の水の貯留を、この水の存在によって舗装３表面が低温となることにより
、舗装３に表れる異常として赤外線熱画像から検出することができる。トラフ４の水の貯
留は、デッキプレート２の貫通亀裂によって生じるので、トラフ４の水の貯留を金属部材
の探傷候補位置とすることにより、効果的にデッキプレート２の貫通亀裂の検出が可能と
なる。さらに、デッキプレート２上であって舗装３との間に形成された隙間や舗装３中に
滞留した水を、この水の存在によって舗装３表面が低温となることにより、舗装３に表れ
る異常として赤外線熱画像から検出することができる。デッキプレート２上の水の滞留は
、デッキプレート２の貫通亀裂に伴う舗装３の損傷によって生じるので、デッキプレート
２上の水の滞留を金属部材の探傷候補位置とすることにより、効果的にデッキプレート２
の貫通亀裂の検出が可能となる。
【００４０】
　本実施形態において、鋼製床版１の舗装３の赤外線熱画像は、亀裂の検出対象の鋼製床
版１上を走行する撮影車両に搭載した赤外線撮像装置によって撮影する。赤外線撮像装置
としては、インジウム・アンチモン型赤外線サーモグラフィカメラ又は高速撮影が可能な
マイクロボロメータ型赤外線サーモグラフィカメラを用いることができる。この赤外線撮
像装置は、撮影車両の上部前側に、進行方向の前方の舗装面を撮影可能に搭載される。図
４Ａは、撮影車両に搭載された赤外線撮像装置によって撮影されたものである。撮影車両
には、走行距離を計測する距離計とＧＰＳ（全地球測位システム）が搭載される。赤外線
撮像装置と、距離計と、ＧＰＳは、パーソナルコンピュータで構成された情報処理装置に
接続されており、赤外線撮像装置が撮影した画像を、距離計が計測した距離情報とＧＰＳ
が受信した位置情報に紐付けて記憶装置に保存するように構成する。なお、赤外線撮像装
置が撮影する画像は、動画であっても連続静止画であってもよい。
【００４１】
　ステップＳ１において、上記撮影車両により、亀裂検出対象の路線を走行しながら、赤
外線撮像装置で舗装３の表面の赤外線熱画像を撮影し、撮影画像を、赤外線熱画像に距離
情報及び位置情報を紐付けて記憶装置に記憶する。全区間の赤外線熱画像の撮影が完了す
ると、記憶装置から赤外線熱画像を読み出し、図４Ｂに示すような舗装３の連続画像を生
成し、ステップＳ２において、温度分布から金属部材の探傷候補位置を特定する。
【００４２】
　本実施形態によれば、赤外線熱画像を撮影車両で走行しながら撮影するので、検出対象
の路線の通行規制を行う必要が無い。したがって、車両交通へ影響を与えることなく、亀
裂検出作業を行うことができる。また、撮影車両が検出対象の路線を走行しながら撮影す
ることにより、全区間の鋼製床版１について、少ない手間により迅速に候補位置特定工程
を行うことができる。
【００４３】
　候補位置特定工程で金属部材の探傷候補位置が特定されると、ステップＳ３の損傷検出
工程を行う。
【００４４】
　損傷検出工程では、渦流探傷装置を用いて、舗装３の上面側からデッキプレート２の損
傷を検出する。
【００４５】
　図５は、渦流探傷装置を示すブロック図である。渦流探傷装置１０は、デッキプレート
２に磁場を印加させ、この磁場によりデッキプレート２の表層部に渦電流を誘起させ、傷
による渦電流の変化をインピーダンスの変化として検出することによって、デッキプレー
ト２の傷を検出するものである。この渦流探傷装置１０は、励磁コイル１２と２つの検出
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コイル１３が内蔵されたプローブ１１と、プローブ１１に交番磁束を与えるための交流電
流を作る発振器１４と、パワーアンプ１５と、固有抵抗などで形成されたバランス回路１
６と、このバランス回路１６で検出した検知信号を増幅するための増幅器１７と、この増
幅器１７で増幅した検知信号の差動信号を得る差動アンプ１８と、差動信号から発振器１
４の基準信号に基づいてノイズ信号を分離して傷信号を抽出する周期検波器１９と、傷信
号から所定レベル以下の雑音を除去して傷信号のＳ／Ｎ比を改善するフィルタ２０を有し
て構成されている。
【００４６】
　この渦流探傷装置１０は、差動アンプ１８により、検出対象であるデッキプレート２か
らのリフトオフに起因するノイズを低減する。これにより、デッキプレート２上に舗装３
が存在する状態で、舗装３の上面側からデッキプレート２の傷を検出することができる。
【００４７】
　本実施形態では、候補位置特定工程で特定された探傷候補位置で、デッキプレート２の
探傷を行う。すなわち、探傷候補位置の周辺に対して車両の通行規制を行って作業領域を
確保する。この作業領域で、図６に示すように、探傷候補位置に渦流探傷装置１０のプロ
ーブ１１を舗装３の上面側に設置し、フィルタ２０から出力される傷信号の値に基づいて
、デッキプレート２の損傷（本実施形態では亀裂７Ａ）を検出する（ステップＳ３）。渦
流探傷装置１０による探傷作業は、プローブ１１を舗装３の表面から離した状態でスライ
ドさせることができるので、迅速にデッキプレート２の損傷位置を検出できる。
【００４８】
　本実施形態によれば、渦流探傷装置１０を用いるので、舗装３を除去することなく、舗
装３の上面側から探傷を行うことができる。したがって、少ない手間により、迅速に、デ
ッキプレート２の損傷位置を特定することができる。
【００４９】
　損傷検出工程でデッキプレート２の損傷位置が特定されると、ステップＳ４の亀裂検出
工程を行う。
【００５０】
　亀裂検出工程では、フェイズドアレイ探傷装置を用いた超音波探傷により、舗装の下面
側からデッキプレート２の亀裂の位置及び大きさを検出する。
【００５１】
　フェイズドアレイ探傷装置は、探触子にアレイ状の複数の振動子を有し、この複数の振
動子の発振タイミングを独立して制御することにより、超音波ビームの出射角や集束位置
を高い自由度で変更するものである。これにより、探触子の位置を変更することなく、検
出対象の内部を３次元的に広範囲にわたって走査し、傷の検出を行うことができる。
【００５２】
　図７Ａは、フェイズドアレイ探傷装置を示すブロック図である。フェイズドアレイ探傷
装置は、被検体３０に超音波の送信及びエコーの受信を行う探触子２２と、超音波送信部
２５と、ピーク検出器２６と、マイクロプロセッサ２７と、モニタ２８を有する。電子走
査式超音波送受信部２５は、所定のタイミング制御の下、探触子２２の振動子に印加する
パルスを生成すると共に、振動子によって電圧に変換された超音波信号（探傷信号）を受
信し、ノイズを除去するフィルタ処理、振幅を調整するゲイン処理、および検波処理等を
行う。電子走査式超音波送受信部２５によって処理が行われた超音波信号は、ピーク検出
器２６により超音波信号のピーク振幅やピーク時間等が検出される。ピーク検出器２６の
検出結果に基づいて、マイクロプロセッサ２７によって表示データが生成され、モニタ２
８に超音波探傷波形やピーク振幅値等が表示されるようになっている。
【００５３】
　図７Ｂは、探触子２２による超音波の送受信の様子を示す模式図である。探触子２２は
、複数の振動子２２ａ，２２ａ，・・・と、これらの振動子２２ａを駆動するアレイ駆動
部２２ｂを有し、超音波送受信部２５から駆動信号を受けて超音波を被検体３０に出射す
ると共に被検体３０からのエコー（反射波）を受けて検出信号を超音波送受信部２５に出
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力する。超音波送受信部２５が、各振動子２２ａ，２２ａ，・・・に所定の時間遅れを伴
うパルス状の駆動信号を印加することにより、図７Ｃに示すように、超音波の波面を被検
体３０内の所定の深さ及び位置の集束点Ｓに集束させる。超音波送受信部２５が、印加す
る駆動信号の時間遅れや、駆動信号を印加する振動子を変更することにより、被検体３０
内を電子的に走査して亀裂を検出するように構成されている。
【００５４】
　図８Ａは、フェイズドアレイ探傷装置により、デッキプレート２に溶接部から進展する
亀裂７Ａを検出する様子を示す横断面図である。探触子２２は、長手方向をデッキプレー
ト２とトラフ４との溶接部のビード２１に並行に設置している。図８Ａに示すように、探
触子２２からの超音波ビーム２３の出射角を偏向させてセクタースキャンを行うことによ
り、デッキプレート２の内部の溶接部のビード２１の上方及びトラフ４の内側を探傷する
ことができる。また、図８Ｂに示すように、探触子２２の振動子の発振タイミングを複数
の振動子の配列方向に順次ずらして超音波ビーム２３を配列方向に順次出射することによ
りリニアスキャンを行う。これにより、デッキプレート２内部をビード２１の延在方向に
連続的に探傷することができる。このように、セクタースキャンとリニアスキャンを行う
ことにより、探触子の設置位置を変更することなく、デッキプレート２の内部を広い範囲
にわたって探傷することができる。また、デッキプレート２の亀裂の位置が、ビード２１
よりもトラフ４の内側に位置していて、ビード２１の存在によって探触子を亀裂の近接位
置に設置できなくても、セクタースキャンを行うことにより亀裂を検出することができる
。
【００５５】
　本実施形態では、損傷検出工程で特定された損傷位置で、デッキプレート２の亀裂の位
置及び大きさの検出を行う。すなわち、鋼製床版１の下方の損傷位置に対応する位置に作
業足場を設置し、デッキプレート２の下面側から、損傷位置に対応するデッキプレート２
の検出位置に接近して超音波探傷を行う。なお、作業足場に替えて、高所作業車でデッキ
プレート２の検出位置に接近してもよい。超音波探傷は、フェイズドアレイ探傷装置の探
触子をデッキプレート２の検出位置に設置し、セクタースキャン及びリニアスキャンを行
って探触子を移動させることなく亀裂を検出する（ステップＳ４）。なお、探触子の設置
位置をトラフ４の延在方向に変更して、広範囲にわたって亀裂検出を行ってもよい。
【００５６】
　本実施形態によれば、フェイズドアレイ探傷装置を用いるので、ビード２１の存在によ
って亀裂の近接位置に探触子を設置できなくても、探触子を移動させることなく、目視観
察ができない亀裂の位置及び大きさを高精度に特定することができる。したがって、亀裂
の検出作業を少ない手間により、迅速に行うことができる。また、超音波探傷を、損傷検
出工程で特定された損傷位置のみに行うので、作業足場の設置を最小限にすることができ
、亀裂検出の手間とコストを効果的に削減できる。
【００５７】
　以上のように、本実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法によれば、候補位置特定工程と、
損傷検出工程と、亀裂検出工程とを行うことにより、各工程によって検出位置を順次狭め
ることができる。ここで、候補位置特定工程と、損傷検出工程と、亀裂検出工程は、この
順に、単位距離あたりの検出作業の手間と時間が増大するが、工程が進むに伴って検出位
置を限定することができるので、デッキプレート２の亀裂を検出するために必要な手間と
時間を、全体として大幅に削減することができる。したがって、超音波探傷のみでは実質
的に不可能であった全ての路線区間の橋梁床版１について、デッキプレート２の亀裂検出
を行うことができる。その結果、デッキプレート２の亀裂を早期に発見し、早期補修が可
能となり、ひいては、舗装３の損傷を防止して良好な路面を安定して提供することができ
る。
【００５８】
　上記実施形態において、舗装３の赤外線熱画像の撮影は、舗装３上を走行する撮影車両
に搭載された撮像装置を用いて行ったが、舗装３の上方に支柱等で支持された撮像装置で
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舗装３の赤外線熱画像を撮影してもよい。また、橋脚や鋼製床版１の高欄に固定された支
柱に支持されて、舗装３の近傍の上方に設置された撮像装置で舗装３の赤外線熱画像を撮
影してもよい。また、舗装３上に位置する作業者により、舗装３の赤外線熱画像を撮影し
てもよい。
【００５９】
　また、上記実施形態において、候補位置特定工程で舗装３の赤外線熱画像を用いて金属
部材の探傷候補位置を特定したが、赤外線熱画像として、金属部材の赤外線熱画像を用い
てもよい。金属部材の赤外線熱画像は、鋼製床版１の下面側から金属部材としてのデッキ
プレート２及びトラフ４を赤外線撮像装置で撮影したものを採用してもよい。デッキプレ
ート２及びトラフ４を下面側から撮影した赤外線熱画像により、デッキプレート２上の水
の滞留やトラフ４への水の貯留を、これらの水による温度低下部分を抽出することによっ
て検出することができる。トラフ４中及びデッキプレート２上の水の滞留は、デッキプレ
ート２の貫通亀裂や、これに伴う舗装３の損傷によって生じるので、トラフ４中やデッキ
プレート２上の水の滞留を金属部材の探傷候補位置とすることにより、効果的にデッキプ
レート２の貫通亀裂の検出が可能となる。しかも、デッキプレート２及びトラフ４の赤外
線熱画像は、鋼製床版１の下面側から撮影できるので、車両交通に影響を与えることなく
、金属部材の探傷を行うべき候補位置を特定することができる。
【００６０】
　また、上記実施形態において、渦流探傷装置１０を用いたデッキプレート２の損傷位置
の検出は、探傷候補位置の周辺に対して車両の通行規制を行って作業領域を確保して行っ
たが、検出車両に渦流探傷装置１０を搭載し、舗装３の表面近傍にプローブ１１を配置し
た状態で検出車両を低速走行させてデッキプレート２を走査してもよい。これにより、通
行規制が不要になるので、車両交通に与える影響が少ない状態で、デッキプレート２の損
傷位置を検出できる。
【００６１】
　また、上記実施形態において、超音波探傷は、フェイズドアレイ探傷装置を用いて行っ
たが、ノーマル探傷装置等の他の超音波探傷装置を用いてもよい。
【００６２】
　また、上記実施形態ではデッキプレート２の下面側から超音波探傷を行ったが、舗装３
を除去してデッキプレート２の上面を露出させ、デッキプレート２の上面側から超音波探
傷を行ってもよい。デッキプレート２の上面側から超音波探傷を行う場合であっても、候
補位置特定工程と損傷検出工程とを経て絞り込まれた位置について超音波探傷を行うので
、車両の通行規制を最小限にすることができる。
【００６３】
　また、上記実施形態では、デッキプレート２の亀裂を検出したが、検出対象の亀裂はデ
ッキプレート２に生じたものに限られず、トラフ４、縦リブ５及び横リブ６並びに垂直補
剛材や、ビード２１等の他の金属部材に生じたものであってもよい。本発明によれば、ト
ラフ４等の目視観察が可能な部材に生じた亀裂であっても、候補位置特定工程と、損傷検
出工程と、亀裂検出工程とを行うことにより、路線の全区間の鋼製床版１を対象として、
少ない手間で迅速に亀裂を検出することができる。
【００６４】
　また、上記実施形態では、デッキプレート２を貫通する貫通亀裂７Ａ，７Ｂを検出した
が、本発明によれば、非貫通亀裂を検出することも可能である。また、デッキプレート２
に限られず、他の金属部材に生じた非貫通亀裂を検出してもよい。
【００６５】
　また、橋梁床版は、金属部材が鋼材で形成された鋼製床版１であったが、一部又は全部
がステンレス材やアルミニウム材等の他の金属材料で形成されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法を適用する橋梁床版を示す図である。
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【図２Ａ】トラフとデッキプレートとの溶接部に生じる亀裂を示す断面図である。
【図２Ｂ】トラフとデッキプレートとの溶接部に生じる他の亀裂を示す断面図である。
【図３】実施形態の橋梁床版の亀裂検出方法の工程を示したフローチャートである。
【図４Ａ】舗装の赤外線熱画像の例を示す図である。
【図４Ｂ】舗装の所定範囲の温度分布を示したものである。
【図５】渦流探傷装置を示すブロック図である。
【図６】渦流探傷装置によりデッキプレートの損傷を検出する様子を示す図である。
【図７Ａ】フェイズドアレイ探傷装置を示すブロック図である。
【図７Ｂ】探触子による超音波の送受信の様子を示す模式図である。
【図７Ｃ】超音波の波面を被検体内に集束させた様子を示す模式図である。
【図８Ａ】フェイズドアレイ探傷装置により、デッキプレートの亀裂を検出する様子を示
す横断面図である。
【図８Ｂ】フェイズドアレイ探傷装置により、デッキプレートの亀裂を検出する様子を示
す縦断面図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　鋼製床版
　２　デッキプレート
　３　舗装
　４　トラフ
　７Ａ，７Ｂ　デッキプレートの亀裂

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】



(13) JP 5191873 B2 2013.5.8

【図３】 【図５】

【図６】
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