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あらまし  

看板やトンネルなどで使用されているアンカーボルトの超音波検査について報告する。

接着剤を使用したケミカルアンカーについて超音波検査を行い、アンカーボルト先端か

らの反射信号Aと遅れて発生する信号Bとの比B/Aからアンカーボルトの健全性評価を行

った。アンカーボルト施工の際にコンクリートに開ける穴の大きさを標準施工より大き

くするとB/Aの値が小さくなった。また、穴の掃除を行わない場合も施工不良となるが、

その場合もきれいに掃除を行った場合に比べてB/Aの値が小さくなった。接着系アンカー

ボルトの健全性はB/Aの値で評価できる可能性を示した。 
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Abstract:  

Report on ultrasonic inspection of anchor bolts used in signboards and tunnels. Ultrasonic 

examination was performed on chemical anchors using adhesives, and the soundness of the 

anchor bolts was evaluated from the ratio B / A of the reflected signal A from the anchor bolt tip 

end to the delayed signal B and the ratio B / A. The value of B / A decreased when the size of the 

hole to be made in the concrete was made larger than the standard construction during anchor bolt 

construction. Also, even if cleaning the hole is not performed, it is a construction failure, but in 

that case the value of B / A became smaller as compared with the case of cleaning cleanly. The 



soundness of the adhesive type anchor bolt showed the possibility to be evaluated by the value of 

B / A.  
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１．はじめに  

トンネルの固定やビルに取り付ける看板の

設置などにアンカーボルトを使用した方法が

実施されている。既存のコンクリートに穴を

開けてアンカーボルトを設置することをあと

施工アンカーと呼び、金属系アンカーボルト

と接着系アンカーボルト(ケミカルアンカー

とも呼ぶ)がある。金属系アンカーボルトは簡

易型で主に接着系アンカーボルトが看板など

の施工に用いられている。接着系アンカーボ

ルトの接着強度を計測することは事故防止に

重要である。実際に看板の落下事故[1]や笹子

トンネルの崩落事故[2]など接着系アンカー

ボルトの劣化が原因で事故が発生している。

アンカーボルトの検査は目視検査や接触検査、

打音検査があり、これらの検査方法は判定基

準が定量的ではなく検査技師の技量に左右さ

れる。また、一定の荷重で引張試験を行い接

着強度を推定する方法もあるが、結果にばら

つきが多いことや引っ張ることによりわずか

に破壊が発生する問題もある。引張試験は非

破壊検査に分類されているが、一

定の荷重を印加するため実際は微

破壊検査となる。文献[2]において

も引張試験など荷重を印加しない

検査方法が望まれている。非破壊

検査では電磁超音波を用いた計測

により超音波の共振状態変化から

評価する方法[3]や周波数スペクト

ルの変化から評価する方法[4]が提

案されている。これらは電磁場を

発生させる必要があるが、我々は

超音波をアンカーボルトに送信し、

その反射信号からアンカーボルトの接着状態

を評価する方法を提案した[5]。今回、接着系

アンカーボルトの健全性評価について超音波

の反射信号から評価したことについて報告し、

超音波の伝搬や最適な周波数について述べる。 

 

２．接着系アンカーボルトの施工  

 接着系アンカーボルトはコンクリートにア

ンカーボルトを挿入する下穴を開けて施工す

る。代表的な手順としては図1の通りである。

まずコンクリートに下穴を図1(a)のように形

成する。穴を開けた後は掃除を行い、破片な

どが無いようにする。次に図1(b)のように接

着剤カプセルを挿入し、その次に図1(c)のよ

うにアンカーボルトを挿入する。このときア

ンカーボルトで接着剤カプセルを破壊しなが

ら挿入する。接着剤を撹拌しながら養生する

と施工終了である。接着剤硬化後は接着剤と

カプセルの破片が混ざった状態となり、接着

剤内部は超音波が散乱してほとんど伝搬しな

い。接着系アンカーボルトの接着強度が低下

(a)コンクリート

に下穴形成 
(b)接着剤カプセ

ル挿入 
(c)アンカーボル

ト挿入後硬化 

図 1 コンクリートへのアンカーボルト施工法 
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する要因として、コンクリート下穴の直径や

深さを標準より大きくしてしまうことや下穴

を開けた後に破片やほこりを取り除く掃除が

不十分なことが挙げられる。カプセル内部の

接着剤の量は一定であるのでコンクリートの

下穴の直径や深さが大きいとアンカーボルト

に接着材が付着しない部分が大きくなる。ま

た、掃除が不十分だとアンカーボルトに破片

やほこりが付着し接着剤が付着しない箇所が

発生する。 

 

３．アンカーボルトの超音波計測  

３．１ 計測に適する周波数 

 まず接着系アンカーボルトの計測に関して

周波数を変えて計測した。アンカーボルトの

計測は図2のようにコンクリートに取り付け

た接着系アンカーボルトの頭頂部に超音波探

触子を配置して超音波を送信した。周波数を

10[MHz]と2[MHz]の2種を用いて計測した。ア

ンカーボルトはねじの呼び径M12、長さ

130[mm]のものを用い、コンクリートに設置

した。超音波の送受信は菱電湘南エレクトロ

ニクス製、UI-27で行った。 

まずシミュレーションでアンカーボルト先

端からの反射信号を比較した。シミュレータ

はイーコンピュート製、「SWAN21」を用い

た。シミュレーションモデルは実験と同じ

M12、長さ130[mm]のアンカーボルト周囲に

エポキシ樹脂を配置したモデルである。エポ

キシ樹脂は減衰を10000[dB/m]と大きくして

超音波がすぐに減衰するようにした。周波数

は10[MHz]と2[MHz]の波数1の負のsin波で超

音波を送受信し、受信信号を比較した。 

図3にシミュレーション結果を示す。周波数

10[MHz]はアンカーボルト先端からの反射信

号が45[µs]付近に計測された。一方、周波数

2[MHz]では同じ位置にアンカーボルト先端

からの反射信号が計測されるはずであるが、

アンカーボルト先端からの反射信号が検出さ

れなかった。この理由として、10[MHz]の超

音波はアンカーボルト側面のねじ山から超音

波が漏洩しにくいが、2[MHz]の超音波はねじ

山から超音波が漏洩しやすくアンカーボルト

先端からの反射信号が小さくなった。

10[MHz]の超音波は波長が短いためねじ山で

超音波が散乱しやすいが、2[MHz]の超音波は

波長が長いため散乱せずにねじ山から樹脂へ

超音波が漏洩すると考えられる。今回のサイ

ズでは10[MHz]の超音波が計測に適している

が、より大きなサイズでねじ山の間隔が大き

図 2 アンカー

ボルト計測 

探触子 

図 3 アンカーボルトの超音波伝搬シミュレーション結果 
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くなると低い周波数の超音波での計測が可能

であると考えられる。シミュレーション動画

をアップロードしたので確認いただきたい。 

 次にコンクリートに設置したM12、長さ

130[mm]のアンカーボルトの超音波計測結果

を示す。周波数10[MHz]と2[MHz]で計測し、

それぞれの結果を図4、図5に示す。10[MHz]

ではアンカーボルト先端からの反射信号が検

出された。一方、2[MHz]ではAの位置に先端

からの反射信号が検出されるはずであるが、

ノイズのような信号であり、反射信号がはっ

きりしなかった。シミュレーション結果と同

様に2[MHz]では超音波がアンカーボルトの

ねじ山から樹脂へ漏洩していると考えられる。

従って、M12のアンカーボルトでは10[MHz]

が計測に適している。周波数はねじ山の大き

さに合わせて適切な値を選択する必要がある。 

３．２ 下穴の直径と受信波形 

 接着系アンカーボルト施工時にコンクリー

トに開ける下穴の直径や深さが適切でない場

合は接着強度が低下する。M12[mm]、全長

130[mm]の接着系アンカーボルトをコンクリ

ートに施工したとき、下穴の直径を標準値の

15[mm]から19[mm]まで1[mm]ごとに大きく

したときの超音波波形を調べた。下穴の深さ

は標準施工の110[mm]である。接着剤カプセ

ルは接着剤の量が一定であるので下穴の直径

が大きいほどアンカーボルトに付着する接着

剤の量が低下する。用いた探触子はジャパン

プローブ製ソフトプローブ｢柔探｣で周波数

10[MHz]、直径5[mm]のペン型である。探傷器

は菱電湘南エレクトロニクス製「UI-27」を用

いた。計測は図2のようにアンカーボルト頭頂

部から超音波を送受信して計測した。 

 図5、図6に下穴直径15[mm]と16[mm]の時の

受信波形を示す。両方ともアンカーボルト先

端からの反射信号Aと遅れて発生する信号B

が検出された。これらを比較すると下穴直径

15[mm]では信号Bが大きく、16[mm]では信号

Aが大きかった。下穴直径17[mm]以上の試験

図 4 10[MHz]の計測結果 

先端 

図 5 2[MHz]の計測結果 
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図 6 下穴直径 15[mm]のときの受信波形 図 7 下穴直径 16[mm]のときの受信波形 



体にも計測を行い直径が大きくなるほどBの

信号が小さくなった。信号Aと信号Bの比B/A

と下穴直径との関係を図8に示す。下穴直径が

15[mm]のときはB/Aが1.4、19[mm]のときは

B/Aが0.2となり、下穴直径が大きくなるほど

B/Aの値が小さくなった。 

３．３ 下穴の掃除具合と受信波形 

 次に下穴の掃除具合を変えた時に受信波形

がどのようになるかを調べた。下穴の掃除を

行わない場合も接着強度が低下する。探触子

や探傷器は前節と同様にソフトプローブと

UI-27である。コンクリートの下穴は標準の直

径15[mm]、深さ110[mm]でM12、全長130[mm]

のアンカーボルトを用いた。掃除の具合は定

量的に示すことができないので丁寧に掃除し

たもの(きれい)、普通に掃除したもの(普通)、

あまり掃除していないもの(汚い)の3種を用

いた。 

 下穴がきれいな場合の受信波形を図9、汚い

場合の受信波形を図10に示す。下穴がきれい

な場合に比べて下穴が汚い場合は信号Bが信

号Aに比べてより小さくなった。掃除具合と

信号B/Aの比をまとめると図11のようになる。

下穴の掃除がきれいな時はB/Aの値が0.84と

なり、掃除が汚い時は0.30となった。下穴を

掃除しないほどB/Aの値が小さくなった。 

 前節の結果と合わせて考えると、施工不良

となるコンクリート下穴の直径が標準より大

きい場合や下穴の掃除が不十分な場合はB/A

の値が小さくなる。従って、B/Aの値を計測

することで接着系アンカーボルトの接着強度

を計測できる可能性がある。 

 

４．アンカーボルト内の超音波伝搬 

 前章の結果からB/Aの値が小さい場合は、

アンカーボルトの接着強度が低下する要因で

ある下穴直径が大きい、下穴の掃除が不十分

などの可能性があることが分かった。これら

図 8 下穴直径と信号 A と B の比 
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図 9 下穴がきれいなときの受信波形 
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図 10 下穴が汚いときの受信波形 図 11 掃除具合と信号 A と B の比 
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の状態が超音波の信号にどのように影響

するかを考える。下穴の直径が大きい場

合や掃除が不十分な場合は図12のように

なる。接着剤の量が一定であるので下穴

の直径が大きい場合は図12(b)のように

接着剤がアンカーボルト側面の全面に付

着しない部分がある。下穴が深すぎた場

合も同様である。下穴の掃除が不十分な

場合はほこりや破片がアンカーボルトの

ねじ山に入り、接着剤がアンカーボルト

に付着しないことが考えられる。この場

合、接着剤が穴の上部から溢れるので、

穴の内部に十分に接着剤が行き

わたっていないことがわかる。

正常な状態ではアンカーボルト

に接着剤が十分に付着している

のでこれらの違いから超音波伝搬を考えると、

アンカーボルト内から接着剤部分への超音波

の漏洩が異なることが考えられる。 

 次にアンカーボルト内の超音波伝搬をシミ

ュレーションで確認し、信号Aと信号Bがどの

ような超音波伝搬であるかを考察する。図13

にアンカーボルト単体のシミュレーションモ

デルを示す。アンカーボルトはM12、長さ

130[mm]で試験体に設置したものと同様であ

る。左端に超音波探触子を設定し、10[MHz]、

負のsin波を1波送信した。アンカーボルトの

材質は鋼として、密度が7800[kg/m3]、縦波音

速が5920[m/s]、横波音速が3230[m/s]である。

図14にシミュレーション結果の受信波形を示

す。アンカーボルト先端からの反射信号に加

えて、遅れて発生する3つの信号1、2、3が検

出された。この超音波伝搬は図15のように考

えられる。まずアンカーボルト内を縦波超音

波が伝搬し、先端の斜めにカットされた部分

で反射する。反射した信号は縦波と横波に分

かれるが、縦波は反対側の斜めにカットされ

た部分で反射し、探触子側へ反射する。これ

が先端からの反射信号となり信号Aとして検

出される。一方、横波はアンカーボルト側面

のねじ山の方向へ反射し、ねじ山で反射され

図 13 アンカーボルトシミュレーションモデル 
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図 14 シミュレーション結果 

図 15 アンカーボルト先端の超音波 
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図 12 施工時のアンカーボルトの状態 



る。その反射された超音波は先端の斜めの部

分で反射し、反射した縦波成分が探触子へ伝

搬して受信信号となる。シミュレーションで

は先端からの反射信号の後に3つの信号が検

出されたが、図15のように先端から3つ目まで

のねじ山の反射信号1、2、3が検出されたと考

えられる。シミュレーションでは先端から3

つ目までのねじ山からの反射信号が検出され

たが、実際には細かな音速の違いなどで反射

する方向が異なるため、どのねじ山の反射信

号まで検出されるかが異なる。 

 M12、長さ130[mm]のアンカーボルト単体

に超音波を送信した時の受信波形を図16に示

す。先端からの反射信号と遅れて受信された

信号C、D、Eが検出された。これらの信号は

シミュレーションと同じであると考えられる。

先端からの反射信号、信号C、D、Eの受信時

間についてシミュレーション、実験のそれぞ

れの結果は表1ようになる。実験の方がシミュ

レーションに比べて受信時間が長いが、音速

の違いや形状のずれが考えられる。先端と信

号Cまでは誤差が0.6[µs]と小さいため先端付

近の形状の違いはあまりないと判断できる。

ここで実験における信号Bについて受信時間

から考える。図6の信号Bは受信時間が48.8[µs]、

図9の信号Bは受信時間が48.5[µs]であり、受信

時間から考えると最初のねじ山から反射信号

Cに相当する。従って、信号Bはアンカーボル

ト先端で反射した信号が最初のねじ山から反

射した信号であると推定できる。 

 シミュレーションの今後の課題としては接

着系アンカーボルトで下穴が大きい場合や掃

除が不十分な場合のモデル化を行うことが挙

げられる。単純に接着剤の量が少ないことで

はB/Aの値が実験通りにならないのでアンカ

ーボルト先端の接着剤付着状況や超音波の漏

洩などを考慮してモデルを作成する。 

  

５．おわりに 

 接着系アンカーボルトの超音波検査を行い、

先端からの反射信号Aと遅れて検出される信

号Bとの比B/Aからアンカーボルトの接着強

度を評価する方法を提案した。遅れて検出さ

れる信号Bはねじ山からの反射信号であるこ

とをシミュレーション、実験から推定した。

今後の課題としては施工不良を再現するモデ

ルの作成とB/Aの値が実際の引っ張り強度と

どのように関係しているかを確かめることが

挙げられる。 

 

動画動画動画動画    

 接着系アンカーボルトの周波数10[MHz]と

2[MHz]の超音波伝搬シミュレーションの動

画を研究会にアップロードした。 

 

謝辞謝辞謝辞謝辞    

 株式会社アインの石塚様、山口様にはアン

先端 

C 

D 
E 

図 16 アンカーボルト単体の反射信号 

表 1 反射信号の受信時間 

[µs] シミュレーション 実験

先端 44.2 44.8

信号C 48.6 49.2

信号D 49.8 51.2

信号E 50.7 52.4



カーボルトをコンクリートに設置した試験体

を提供いただきました。お礼申し上げます。 
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