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要旨：コンクリート表面近くに存在するはく離や空洞欠陥を 5m 程度以上の遠距離から検出可能な非接触音響

探査法について検討を行っているが，2 次元的にスキャンする際の計測時間の長さが問題となっていた。この

原因は探査原理の確認を優先して S/N 比を向上させるために，1 回の音波送出時に１つの周波数しか使用し

ていなかったことに起因している。そこで今回は，S/N 比を向上させるための時間ゲートを有効に使用しつ

つ，かつ音波送出可能時間帯も最大限有効に用いて複数の周波数を使用可能なマルチトーンバースト波を用

いた高速非接触音響探査法について検討を行った。基礎的な実験結果から本手法の有効性が確認された。 
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1. はじめに 

 コンクリート構造物表面付近に存在するクラックや劣

化の程度を調査する方法として，すでに様々な手法が開

発されている。しかしながら, これらの調査方法の多く

は検査対象物に接触もしくは極めて接近して使用する必

要があるために，我が国に存在する膨大なインフラ構造

物のすべてを迅速に点検することは極めて困難である。

そのため，非接触で遠隔から高速に調査できる手法の開

発が求められている。実際に 5m 以上の遠距離で実施で

きる非破壊検査法としては赤外線法とレーザリモートセ

ンシング法 1)があげられるが, 前者は環境条件に依存す

ること, 後者は大出力レーザが必要となるため安全面や

大電力を必要とすること等が問題となっており，従来の

打音法の代替手法とはならないことが明らかになってい

る。また一方で, ガスガンによる圧力波 2)や空中放射音

波 3-4)を振源とし, レーザドップラ振動計により計測を行

う手法も提案されてきたが, 実際に 5m 以上の遠距離で

安定的な計測は実現できていなかった。しかしながら, 

著者らは高音圧と強い指向性を発生できる長距離音響放

射装置(LRAD : Long Range Acoustic Device)を用いた非接

触音響探査法の検討を行い，実際に 5m 以上の遠距離で

あっても, 安定的に通常の打音法とほぼ同程度の検出精

度が実現できることを実験的に明らかにしている 5-20)。 

 従来の非接触音響探査法では 2 次元的にスキャンする

際の計測時間の長さが問題となっていた。この原因は探

査原理の確認を優先して S/N 比を向上させるために，1

回の音波送出時に１つの周波数しか使用していなかった

ことに起因している。しかしながら，高速化のために単

純に短い時間内に複数の周波数を混ぜて送信してしまう

と，時間ゲートが有効に使えないため，計測時の S/N 比

の悪化を招くことになる。そこで今回は，S/N 比を向上

させるための時間ゲートを有効に使用しながら，かつ音

波送出が可能な時間帯も最大限有効に用いて複数の周波

数を使用するマルチトーンバースト波を用いた高速非接

触音響探査法について検討を行った。 

 

2. 非接触音響探査法の概要 

2.1 基本セットアップ 

非接触音響探査法の基本構成を図-1に示す。音源とし

ては LRAD もしくは強力超音波音源 21-24)等を使用し，発

生した音波により測定対象壁面を励振し，励振時の壁面

上の振動速度を高感度のスキャニング振動計(SLDV：

Scanning Laser Doppler Vibrometer)を使用して計測する。 

 

図-1 非接触音響探査の基本構成図 

 

もし，壁面内部に水平方向のひび割れなど欠陥が存在し

ていたとすると，その欠陥部上は健全部に比べ曲げ剛性

が低下するため，弱い力でもたわみ振動が生じやすくな

っている。そのため本手法では，打音法と同じたわみ振

動を空中放射音波により発生させることにより，計測対

象の表面近くに存在する欠陥を検出することができる。

ここで，音源から計測対象面までの距離を d1 (m)，計測

対象面からレーザヘッドまでの距離を d2 (m), 計測時の

音速を Vs（m/s）とする。 
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2.2 従来の送信方法（シングルトーンバースト波） 

 従来の送信方法の模式図を図-2に示す。欠陥部の共振

周波数を探すために，中心周波数を音波送出毎に変化さ

せていくことにより，必要な周波数帯域をカバーする方

法である。ここでは，今回考案した波形と区別するため

に，この従来の送信波をシングルトーンバースト波と呼

ぶことにする。実際の波形例(全体図)を図-3に示す。 

 

図-2 従来の送信方法の模式図 

 

図-3 実際のシングルトーンバースト波の波形例 

 

この例では 1 回のパルス長は 3ms（帯域 330Hz），パルス

間インターバルは 50ms，周波数範囲は 1000-4800Hz で周

波数変調インターバルは 200Hz，波形全体の時間は 1.0

秒である。図は全体図であるために周波数の違いまでは

見て取れないが、1000Hz、1200Hz、1400Hz･･･のように

200Hz 毎に 4800Hz まで周波数を増加させた波形である。 

 

 

図-4 シングルトーンバースト波の計測タイムチャート 

このシングルトーンバースト波の計測タイムチャートを

図-4に示す。計測用のレーザ光の方が加振用の音波に比

べて伝搬速度が圧倒的に早いことから，受信された信号

に対して時間ゲートをかけることにより，対象面の振動

波形だけを切り出し，高感度のレーザヘッドに反射波が

到達する前のデータのみを利用する。この処理により，

レーザヘッドの共振による S/N 比への影響を劇的に低減

することが可能になる。 

 

3. 高速非接触音響探査法について 

3.1 マルチトーンバースト波 

 前述のように従来の送信方法では 1 回の音波送出の際

に 1 つの周波数だけを使用していた。そのため 2 次元的

にスキャンする場合に，計測時間が比較的長くなる傾向

があった。この原因は送出する音波の時間的な長さに起

因しているが，単純に短い時間内に複数の周波数を混ぜ

て送信してしまうと，十分な加振力が得られない可能性

があるばかりか，時間ゲートも有効に使えないため，か

えって S/N 比の悪化を招いてしまうことになる。しかし

ながら，シングルトーンバースト波送信時のタイムチャ

ート（図-4）を再度良く見てみると，音波の送出可能時

間は，音波群の先頭が対象面で反射してからレーザヘッ

ドに到達するまでの間 (時間にすると d2/Vs) であること

がわかる。すなわち，1 回の音波送出の際に時間にして

d2/Vs の範囲内であれば，1 つの周波数だけでなく，複数

の周波数が順次存在しても計測可能であることが予測さ

れる。ここで，一回の音波送出時に複数の周波数を含ん

だ形式のトーンバースト波を，前述のシングルトーンバ

ースト波と区別するためにマルチトーンバースト波と呼

ぶことにする。様々な周波数の配置法が考えられるが，

一つのバースト群の中に離散的に周波数を配置した場合

のマルチトーンバースト波の模式図を図-5に示す。なお，

ここでは、このような離散的な周波数配置を D (Discrete)

タイプ、連続的な周波数配置を C (Continuous)タイプのマ

ルチトーンバースト波と呼ぶことにする。以降は、簡単

のためにDタイプのマルチトーンバースト波を使用する。 

 

図-5 マルチトーンバースト波（Dタイプ）の模式図 
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この新しい送信方式では，必要とされる周波数範囲

（探したい欠陥規模(面積)と深さに依存）により，複数

の周波数を含んだバースト波群を何回送出すべきかが決

まる。例えば，1000Hzから 4800Hzの周波数範囲で，200Hz

飛びの周波数を送出する場合には，20 個の周波数の異な

るバースト波が必要とされる。計測対象面からレーザヘ

ッドまでの距離 d2を 5.3m，音速 Vsを 343.5m/s（気温 20

度）とすれば d2/Vsは約 15.4ms であるから，1 つの周波

数あたり 3ms程度の時間長さのバースト波が必要である

とすると，1 回のバースト波群に 5 つに周波数が格納で

きる。すなわち全部で 4 回のバースト波群の送出により，

すべての周波数範囲を網羅できることになる。シングル

トーンバースト波の場合には 20 回の音波送出が必要と

なるために，他の条件が全く同じと仮定すれば，マルチ

トーンバースト波を使用することにより，単純に 5 倍の

計測速度アップが可能となる。実際のマルチトーンバー

スト波の波形例を図-6に示す(波形全体の時間は 0.12秒)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 マルチトーンバースト波（Dタイプ）の波形例 

 

3.2 送信間隔の短縮化 

従来は十分な時間間隔をとるために（d1+2d2）/ Vs以上

程度のインターバル間隔での送信を行っていた。これは

計測用 LDV のヘッド共振による S/N 比の劣化を極力さ

けるためであった。従来と同じインターバル間隔を用い

た場合の，マルチトーンバースト波のタイムチャート例

を図-7に示す。 

 

図-7 マルチトーンバースト波の計測タイムチャート(1) 

図-7から，マルチトーンバースト波の場合，計測可能

時間以外は直接波もしくは反射波の影響があることがわ

かる。この直接波および反射波の影響がある時間帯を

別々にする必要は無いため，計測可能時間帯に反射波に

よる影響が出ない程度にインターバル間隔は短く，

（d1+d2）/ Vsより少し大きい程度でも実際には計測には

問題が無いことが予想される。インターバル間隔を

（d1+d2）/ Vsより少し大きい程度とした場合のマルチト

ーンバースト波のタイムチャート例を図-8に示す。この

ようなタイミングで連続して送信する場合，反射波と直

接波が両方重なり合う時間帯が存在することになるが，

その時間帯は計測可能時間帯外であるため，従来の時間

ゲートにより影響を軽減することができる。この工夫に

より音波の送信間隔自体も従来の 6~7 割程度以内に抑え

ることが可能になり、1.5 倍程度の高速化が期待できる。 

 

図-8 マルチトーンバースト波の計測タイムチャート(2) 

 

3.3 周波数ゲート 

時間ゲートに加えて，送出したマルチトーンバースト

波に合わせた周波数特性を持つ周波数ゲートを用いるこ

とにより，トンネル等の閉鎖空間で予想される多重反射

による影響も低減可能となる。ここでは一つのバースト

群に離散的に周波数を配置した場合のマルチトーンバー

スト波に対する周波数ゲートの例を図-9に示す。 

 

図-9 マルチトーンバースト波の周波数ゲート例 
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4. 高速非接触音響探査法の検証実験 

4.1 検証実験セットアップ 

 高速非接触音響探査法の有効性を確認するために円形

欠陥が埋設されたコンクリート供試体 12,17)での確認実験

を行った。図-10 に実験セットアップ図に示す。用いた

欠陥部には厚さ 25mm，直径 200φの発泡スチロールが

深さ(かぶり)80mmの位置に埋設されている（図-11参照）。

また図中の数字は計測ポイントナンバーを表している

（上下約 56mm 間隔）。なお，コンクリート供試体の配

合表を表-1に示す。 

 

図-10 検証実験のセットアップ 

 

図-11 円形欠陥が埋設されたコンクリート供試体 

 

測定点数は 35 点で，計測時の条件として d1=5.0(m)，

d2=5.3 (m)および 計測時の音速を Vs=343.5（m/s）とした

（気温 20 度）。使用したシングルトーンバースト波の周

波数範囲は 1000-4800Hz で，周波数インターバルは

200Hz，音波の送信間隔は 50ms とした(波形例は図-3 参

照，アベレージ回数は 5 回)。比較のために使用したマル

チトーンバースト波は D タイプで周波数範囲は

1000-4800Hz，周波数インターバルは 200Hz，音波の送信

間隔は 30ms のものを使用した。なお，シングルトーン

バースト波と同じアベレージ回数をさらに短時間で実現

するために，同じマルチトーンバースト波を 5 回連続し

て送出した波形を使用した(波形例は図-12参照) 。 

 

図-12 マルチトーンバースト波×5の波形例 

 

4.2 実験結果例 

振動エネルギー比による映像結果例を図-13 に示す。

白円は欠陥部の大きさと位置を示している。 

 

 

図-13 振動エネルギー比を用いた映像結果例 

(a)シングルトーンバースト波の場合 

(b)マルチトーンバースト波の場合 

 

図より，白円内に振動エネルギー比が高い領域が集中し

ていること、および最大値が左下に存在していることな

どが共通していることから、どちらもほぼ同等の欠陥検 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

表-1 供試体に用いたコンクリートの配合 
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出が出来ていることがわかる。また，振動エネルギー比

で最大値を示した測定点 9 および円形欠陥中心部である

測定点 13の振動速度スペクトルを図-14に示す。図より，

振動速度スペクトルの最大値はシングルトーンバースト

波の方がやや大きく，ノイズレベルは同程度であるため，

S/N 比自体はマルチトーンバースト波の方がやや低い結

果となっている。しかしながら，図-13 における欠陥部

の映像化はほぼ同程度とみなせることから，高速計測を

行っても欠陥探査に必要な S/N 比は十分確保できている

ものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 振動速度スペクトル 

(a) シングルトーンバースト波使用時の測定点 9 

(b) シングルトーンバースト波使用時の測定点 13 

(c) マルチトーンバースト波使用時の測定点 9 

(d) マルチトーンバースト波使用時の測定点 13 

4.3 計測速度の比較 

 データ記録装置(SLDV)による 1 回のデータ記録にかか

る遅延時間を約 200ms とすると，計測時間はマルチトー

ンバースト波×5の場合は1回の音波送出でアベレージ5

回分の音波を送出しているので，35 点の計測にかかる時

間は（送出音波の時間長さ＋遅延時間）×アベレージ回

数×計測点数＝(0.6+0.2)×1×35=28 秒である。シングル

トーンバースト波の場合はアベレージ 1 回毎にデータ記

録を行うので，(1.0+0.2)×5×35=210 秒となるため，マ

ルチトーンバースト波を利用した高速化を行うことで同

条件下のシングルトーンバースト波の 7.5 倍の高速計測

が可能であることがわかる。さらに，従来は 500-7100Hz

の周波数範囲で，周波数インターバル 200Hz，音波送信

間隔は 50ms (アベレージ回数は 5 回) のシングルトーン

バースト波をよく利用していた。この波形は 1.7 秒の長

さがあるので，この波形を使用した場合には (1.7+0.2)

×5×35=332.5 秒となるため，これに比べると約 11.9 倍

の計測高速化が達成できていることになる。もし、高出

力 LDV を使用した場合には、S/N 比を向上させるための

アベレージ自体も不要になる。その場合には、35 点の計

測にかかる時間は (0.12+0.2)×35=11.2 秒であり、従来の

実に約 29.7 倍もの計測高速化が実現できることになる。 

 

5. まとめ 

 非接触音響探査法の S/N 比を向上させるための時間ゲ

ートを有効に使用しながら，かつ音波送出が可能な時間

帯も最大限有効に用いて複数の周波数を使用することに

より計測速度を飛躍的に改善するマルチトーンバースト

波を用いた高速非接触音響探査法を考案した。本手法を

適用する場合には，音源と対象物表面との距離（d1），対

象物表面からレーザヘッドまでの距離（d2）および計測

環境中の音速（Vs（実際に計測するのは温度））を事前に

計測しておく必要がある。その上で，計測可能な時間帯

内にマルチトーンバースト波を作成して使用し，計測デ

ータに対して対応した時間ゲートおよび周波数ゲートを

適用することにより欠陥検出に必要な S/N 比を保ちつつ，

計測速度を飛躍的に改善することが可能になる。円形供

試体を用いた確認実験の検討結果から，この事実が確認

されたが，シングルトーンバースト波に比べて若干 S/N

比の低下がみられたため、今後はその原因解明も含めて

送信波形の改善に関する検討を行っていく予定である。 
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