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空中超音波を用いたコンクリート面の粗さ測定
MEASUREMENT OF ARITHMETICAL MEAN ROUGHNESS OF
CONCRETE SURFACE BY THE AERIAL ULTRASONIC SENSOR
三重大学大学院生物資源学研究科 長岡誠也
射をするとき、乱反射をする。散乱した超音

1.はじめに
近年、コンクリート製農業用水路の経年

波はマイクロフォンが拾うことができず、

劣化により、コンクリート表面が摩耗する

結果的に最大振れ幅は減衰することとなる。

現象が問題視されている。摩耗劣化は水路

粗さの増加に伴って、散乱減衰が大きくな

内を流れる流水や流砂によって引き起こさ

るという、測定原理を用いて研究を行う。

れる。摩耗した農業用水路は、本来の通水性
能を満たすことができず、補修要因の１つ
となる。そこで、摩耗によって生じるコンク
リート面の粗さ（凸凹）を測定する技術が求
められている。粗さは一般的に算術平均粗
さによって評価する。先行研究ではレーザ
滑らかな面

ー変位計、三次元画像解析を用いた、測定が

粗い面

行われている。これらの測定は、粗さを細か
い精度で測定ができ、有効な手法であると
最大振れ幅：大

言える。しかし、本研究が対象としている農

最大振れ幅：小

第 1 図 測定原理

業用水路は総延長距離が長いことから、よ
り簡易的・面的・安価に測定を行うことがで
きる必要がある。そこで、空中超音波を用い

3.本研究で用いた空中超音波センサ

ることで、コンクリート面の粗さを簡易的・

本研究で用いている空中超音波センサは

面的・安価に測定することを研究の目的と

LV-MaxSonar-EZ1(MaxBotic, Inc)である。

する。本稿では本研究の妥当性を検討する

センサ寸法を第 1 表に示した。距離計セン

ために設けた、3 つの検討項目について紹

サである LV- MaxSonar-EZ1 の最大振れ幅

介する。

を取得し、測定値として用いた。センサの単
価は数千円と非常に安価に入手が可能であ
る。測定値の取得に USB オシロスコープ、

2.測定原理

PicoScope4424 を用いた。

超音波の散乱減衰の性質を利用する。測
定原理を第 1 図に示す。粗さのあるコンク
リート面に空中から照射された超音波が反

12

第1表

センサ寸法

ばらつきの検討では，Ra＝0.30，0.45mm，

42

kHz

A

16.4

mm

B

15.5

550mm とした。連続して測定を行い，120

C

19.9

個の測定データを得た。1 回から 20 回まで

D

22.1

の移動平均を取り，100 サンプルの平均値

周波数
寸法

4.1 測定結果のばらつき

4.3

質量

センサから測定面までの距離 1000mm，

grams

（mV）と，標準偏差（mV）を得た。標準
偏差のみで評価すると測定値が大きくなる

D

B

につれ，ばらつきが大きくなる傾向があり，
相対的な評価ができない。そこで，平均値に

A

C

対する標準偏差の割合から，ばらつきの評
価を行った。第 2 図に平均した回数と標準
偏差/平均値の関係を示した。

4.検討項目
Ⅰ.測定結果のばらつき。空中超音波測定

距離 550mm からの測定に比べ，距離

は短時間に大量のデータを取得することが

1000mm からの測定の方が，ばらつきが大

できるが、測定結果にばらつきがあり、いく

きくなる傾向があるものの，5 回の平均で，

つかの測定値の平均をとる必要がある。ば

ほぼ 4％以内のばらつきに抑えることがで

らつきの大きさを明らかにし、測定結果の

きた。また，15 回の平均で，2％程度のばら

平均回数を決定することを目的とする。

つきに抑えることができた。15 回の測定に

Ⅱ.粗さ面測定への適用。空中超音波は距

かかる所要時間は 0.6 秒であり，短時間で

離計や風向風速計を測定するセンサとして

の測定が可能である。本研究の測定結果は

用いられることが一般的で、粗さ面測定へ

15 回平均した値を用いる。

の適用事例は少ない。そこで、算術平均粗さ

0.12
標準偏差(mV)/平均値(mV)

の異なるコンクリート面で空中超音波測定
を行うことで、算術平均粗さと最大振れ幅
の関係を明らかにする目的である。
Ⅲ.測定範囲の検証。超音波センサの広が
りを把握する指標として指向角が挙げられ
る。しかし，指向角とは，振動子から最短距
離で結ぶ点での音圧 A に対して，振動子か
となる角度のことを言う。指向角から計算
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らある角度をもって結ぶ点での音圧が A/2
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された範囲は，実際に測定している範囲を
第 2 図 平均回数とばらつきの関係

表していない。そこで、粗さ面測定が影響し
ている測定範囲を明らかにする目的である。
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20

の粒径は 2mm で，隙間がなく，重ならない

4.2 粗さ面測定への適用
最大振れ幅から算術平均粗さを推定する

よう設置した。センサから測定面までの距

ため，Ra＝0.00～1.02 までの 6 つの測定面

離は 1000mm，550mm とした。距離が

で，最大振れ幅の測定を行った。センサから

1000mm のときは，直径 0，200，400，600，

測定面までの距離は，1000mm とした。算

800，900mm のときに測定を行った。距離

術平均粗さと最大振れ幅の関係を第 3 図に

が 550mm のときは 0，100，200，300，

示す。

400，500mm のときに測定を行った。第 5，

算術平均粗さの増加にともない，最大振

6 図に砂利の直径と最大振れ幅の関係を示

れ幅の減衰が確認できた。測定面の凸凹に

す。表示されているエラーバーは，測定回数

よる散乱の影響であると，考えられる。ま

15 回の標準偏差である。

た，R２値が 0.9 以上と高い相関があること

距離 1000mm のときは，直径 600mm ま

が確認できた。以上の結果より，最大振れ幅

で最大振れ幅が減少を示した。直径 600mm

から算術平均粗さは，近似直線式を用いて

以降の測定結果は，標準偏差内に収まって

推定できる。加藤ら（2008）によると，供

いることから，測定に影響がないと考えら

用 40 年経過している水路の算術平均粗さ

れる。したがって，距離 1000mm からの測

は，0.7mm 前後であると報告している。し

定のとき，測定範囲は，直径約 600mm で

たがって，本研究で用いたセンサを用いる

ある。

場合，最大振れ幅が 540mV よりも低い場

距離 550mm のときは，直径 300mm ま

合に，算術平均粗さは 0.7mm 以上あると判

で最大振れ幅が減少を示した。直径 300mm

断できる。

以降の測定結果は，標準偏差内に収まって
いることから，測定に影響がないと考えら

900

れる。したがって，距離 550mm からの測
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定のとき，測定範囲は，直径約 300mm で
y = -386.81x + 810.69
R² = 0.9071

700

あると言える。
距離 1000mm，550mm お互いに面的な

600

測定が可能である。また、直径 200mm ま

500
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での減衰量が大きく，200mm 以降の減衰量
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は小さいことが確認できた。センサ直下に

1.2

近いほど，最大振れ幅への影響が大きいと
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第3図

考えられる。表に距離 1000mm のときの
200mm 間隔の減衰量を示す。直径 200mm

最大振れ幅と算術平均粗さの関係

のときの減衰量が全体の減衰量の 70%程度
4.3 測定範囲

の寄与率がある。

センサ直下に砂利を同心円上に設置し，
その領域を拡大しながら測定を行った。測
定の概略図を第 4 図に示す。使用した砂利
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おわりに
本稿では、空中超音波を用いたコンクリ
ート面の粗さ測定の妥当性を検証するため
の、基礎的な研究部分を紹介した。4.1 測定
結果のばらつきでは、15 回の測定結果の平
均でばらつきを抑えることができ、測定時
間は 0.6 秒であることがわかった。非常に
短時間で測定が出来ることが明らかとなっ
た。4.2 粗さ面測定への適用では、最大振れ
幅と算術平均粗さの相関が高いことがわか
った。最大振れ幅というシンプルな指標で、
第4図

測定概略図

算術平均粗さの推定が可能であることが明
らかとなった。4.3 測定範囲の検討では、距

最大振れ幅(mV)
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離 1000mm から直径 600mm、
距離 550mm

800

から直径 300mm の範囲を測定しているこ

700

とがわかった。以上の検討により、空中超音

600

波センサを粗さ面測定に用いることによっ
て、簡易的・面的・安価に測定ができる可能
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性があることがわかった。
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今後は現場を想定した応用的な研究を進
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第5図

めていく必要がある。特に、温度・湿度・風

測定範囲 距離 1000mm

速を含めた、環境要因による測定結果への
影響を検討する必要がある。そこで、長期間
の時間軸による測定結果のばらつきの検討

1600

を考えている。
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アブストラクト
農業用水路では摩耗劣化が補修要因として挙げられる。水路は延長距離が長く、照査において簡易

的・面的・安価な測定が望まれている。空中超音波センサを用いて、最大振れ幅と算術平均粗さの
関係から摩耗測定を行った。
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