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要旨：物体を伝搬する表面弾性波がひび割れや空洞等の欠陥箇所で不連続となる様子を観測することにより，

それらの欠陥を検知することが可能である。筆者らはコンクリートを伝搬する表面弾性波を干渉光学計測に

より可視化する手法を用いて，表面付近の欠陥を検知することを試みた。模擬欠陥を導入したモルタル供試

体およびコンクリート実構造物に対して行った実証実験の結果，通常の画像観察や目視では検知できない，

幅が小さな或いは覆われたひび割れや，打音検査が適用困難なサイズの小さい剥離が検知可能であることが

示された。 
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1. はじめに 

 急速に老朽化が進む国内社会インフラの維持管理コス

ト縮減のために，インフラの欠陥箇所を早期に検知して

補修を行う予防保全の取り組みが拡がっている。予防保

全をより効率的に行うためには，劣化の初期段階で欠陥

を検出する新技術や，補修箇所の健全性を評価する技術

が必要である。コンクリート構造物ではひび割れや剥離

の検知が重要であるが，上記の要請に対して既往の検査

技術（近接目視，打音法）１）は次のような課題を抱えて

いる。 

１）初期段階のひび割れは幅が小さく，通常の画像観

察の空間分解能では検知できない。 

２）樹脂塗膜や鋼板，FRP などで被覆する補修，補強

を行った場合，以後被覆下のひび割れや剥離の伸

展を目視では検知が困難となる。 

３）樹脂等で充填補修した箇所は，接着不良により充

填部が剥離する恐れがあるが，充填部が小さいた

め他の検査手法が適用できない可能性がある。 

 これらの課題を克服する手法として，著者らは表面弾

性波の伝搬の様子を光学的手段により可視化して，コン

クリート表面付近の欠陥を高い空間分解能で検知するこ

とを試みた。欠陥検知手法の概念を図－１に示す。本手

法は，欠陥により表面弾性波が強い散乱や減衰を受ける

様子を可視化するので，表面付近の欠陥を高い感度で検

知できる特長をもつ。 

 本手法の他にも，弾性波の光学的可視化に基づいた非

接触欠陥検査の研究例２）３）が報告されている。これらの

研究例ではレーザビームを機械的に走査して弾性波を可

視化しているのに対し，本手法は物体表面のある程度の

大きさの視野を同時にレーザで照明して得られる光学画

像を利用しているので，高い空間分解能のイメージング

が短時間で実現でき，かつ光学画像と表面弾性波画像を

対比することにより検査者が欠陥の存在場所を簡単に確

認できる特長をもつ。 

 本稿では，本手法の要である光学的表面弾性波可視化

の原理と実験装置の概要，さらに模擬欠陥を導入したモ

ルタル供試体，および劣化したコンクリート実構造物を

対象とした欠陥検知実験の結果について報告する。 

 

2. 光学的表面弾性波可視化 

2.1原理 

 表面弾性波の可視化は，表面弾性波に伴う表面の面外

変位の空間差分の分布を画像化する微分干渉スペックル

イメージングと，高速の繰返し現象である表面弾性波に

対して各位相時刻において微分干渉スペックルイメージ

ングを行うためのストロボスコープの，２つの技術の組

み合わせにより実現される。 

(1) 微分干渉スペックルイメージング 

 微分干渉スペックルイメージングは、シェアログラフ

ィ（shearography）４）５）とも呼ばれ、航空機部品などの欠

陥検査に利用されている技術である。微分干渉スペック

ルイメージングの光学系の基本構成を図－２に示す。コ

ンクリート表面などの粗面をレーザ光で照明しカメラで

撮影すると，スペックルと呼ばれるランダムな明暗パタ

*1 （株）島津製作所 基盤技術研究所 (正会員) 

*2 （株）島津製作所 基盤技術研究所 

*3 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 准教授 博士（工学） (正会員) 

 

図－１ 光学的表面弾性波可視化による欠陥検知の概念 
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ーンが通常の画像に重畳した光学画像（スペックル像）

が観測される。このとき，カメラ内部の光学系において

ビームスプリッタとミラーを用いて光路を２分割してわ

ずかに横ずらし（シア：shear）したのち重ね合わせるこ

とで，スペックル像の微分干渉像が得られる。さらに，

２分割した光路の長さを位相シフタで相対的に変化させ

ながら微分干渉像の各画素の輝度変動を計測することに

より，各画素に投影されている粗面上の２点から到来す

る光の位相差Δφが求められる。 

 ここで粗面に変形が生じると，光位相差Δφが変化す

る。変形前後の光位相差Δφ１，Δφ２は，２点の面外変

位Δｚ１，Δｚ２と次の関係式で結ばれる。 

 （Δｚ１－Δｚ２）＝λ（Δφ１－Δφ２）／４π 

ここでλはレーザの波長であり，Δｚ１－Δｚ２は面外変

位のシア方向への空間差分を表す。すなわち，一連の微

分干渉像の取得により，面外変位のシア方向への空間差

分の２次元分布を求めることができる。 

(2) ストロボスコープによる高速繰返し現象の観察 

 物体表面の各点が，表面弾性波の伝搬に伴い単一周波

数で繰返し面外振動している条件下で，表面弾性波の各

位相時刻において上記の微分干渉スペックルイメージン

グを行うことにより，面外変位の空間差分の分布を求め

てその時間変化の動画や位相，振幅の静止画を構成して

表面弾性波の可視化像とする。このとき，表面弾性波に

同期して繰返し短時間点灯するレーザを照明として用い

て，ストロボスコープの原理によってカメラのフレーム

レートより高い繰返し周波数を持つ表面弾性波の各位相

時刻における画像情報を取得している。 

 

2.2 実験装置の概要 

 実験装置の構成を図－３に示す。励振手段は，超音波

加工機用のボルト締めランジュバン振動子で，典型的な

励振周波数は 30kHzである。照明用のレーザとして波長

630nmのレーザダイオードを用いている。カメラは 1/4”

サイズ，640×480 画素の CCD イメージセンサを用いて

いる。励振信号の源信号（正弦波信号）と，これに同期

した照明駆動信号は位相制御ユニットで生成される。励

振信号と照明駆動信号の位相差および位相シフタのシフ

ト量は，カメラの画像取得のタイミングに合わせて 0～2

πまで順次段階的に変化するようプログラムされている。

ノート PC は，カメラや位相制御ユニットの動作を制御

するとともに，カメラで取得した干渉光学画像をもとに

表面弾性波の可視化像を生成する役割を持つ。 

 カメラ部と振動子の外観を図－４に示す。カメラ部筐

体上部には，照明用のレーザダイオードが設置されてい

る。表面弾性波の典型的な撮影条件では，カメラと対象

との距離は 1.5m，観察視野は 30cm×22cmであり，視野

の周縁部にて振動子をコンクリート表面に密着させて励

振する。一連の干渉光学画像の取得に要する時間は，こ

の実験装置では観測光量を確保するために必要な露光時

間によって決まっているため，カメラと対象との距離や

対象表面の反射率に依存するが，典型的にはコンクリー

ト表面において 17 秒～1 分程度である。シアの方向は，

表面弾性波の波面を明瞭に観察するために，励振位置か

ら観察視野中心に向かう方向に一致させている。シアの

距離は，欠陥が画面上の明らかに離れた２箇所に現れる

「二重写し」の状態にならない範囲で，表面弾性波の可

視化像のコントラストを向上するためにできるだけ大き

く選ぶ。本報告の一連の観察実験では，シアの距離は 5

～7画素（実距離で 3～4mm）とした。 

 

 

図－２ 微分干渉スペックルイメージング光学系の構成 

 

図－３ 実験装置の構成 

 

図－４ 実験装置の外観 
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3. モルタル供試体の欠陥検出実験 

3.1 観察対象 

 ２種類の模擬欠陥を導入したモルタル供試体を作製し，

本手法によって模擬欠陥が検出できるかどうか実験によ

り確認した。供試体は，市販のプレミックス材料（イン

スタントセメント）を水道水で混練し型枠に流し込んで

作製した。 

(1) 模擬ひび割れ供試体 

 打設時に厚さ 0.2mm のステンレス板を表面から 20～

30mmの深さまで埋め込み，打設から約 12時間後に引き

抜いて溝を形成したのち，表面を厚さ約 1mm のモルタ

ルで被覆し，模擬ひび割れとした。供試体のサイズは

450mm×320mm×80mmである。 

 

(2) 模擬剥離供試体 

 450mm×320mm×12mm のモルタルパネルを作製し，

表面に建築内装用セラミックタイル（50mm×50mm×

5mm）16枚を，タイル接着用セメントで接着した。その

際，一部のタイルの裏面の中央部付近にロウを塗って接

着不良箇所を導入し，模擬剥離部とした。 

 

3.2 実験結果・考察 

 供試体の光学画像と，実験によって得られた表面弾性

波の振幅像と位相像を図－５に示す。図には，各実験条

件を付記している。 

(1) 模擬ひび割れ供試体 

 模擬ひび割れ部は表面で完全に閉塞しているのでカメ

ラ画像では何も確認できないが，振幅像，位相像では明

らかな線状構造が認められ，欠陥の検知に成功している。 

 なお，供試体が比較的小さい板状形状であるために表

面弾性波があまり減衰せずに端部で反射され，結果とし

て視野全体に定在波が発生し振幅像で弱い腹と節が観測

されている。このような定在波の存在は欠陥部分の視認

性を妨げる恐れがあるが，供試体に比べて格段にサイズ

の大きい実構造物においては端部を除いて定在波の発生

は限定的であり，問題にはならないと考えられる。 

(2) 模擬剥離供試体 

 模擬剥離部は，周縁部（目地部）が完全に閉塞してい

るため，カメラ画像では何も確認できないが，振幅像で

は明らかな振幅増大部分として検知されている。周波数

を変化させた実験で，模擬剥離部の振幅に顕著な周波数

依存性が認められたことから，模擬剥離部は Q値の高い

共振体となっていると考えられる。 

 なおこの供試体でも(1)の供試体同様，視野全体に定在

波が見られる。(1)の供試体に比べて波長が短くなってい

るのは，この供試体が薄いため表裏両面の表面弾性波が

結合した結果であると考えられる。 

 

4. コンクリート実構造物の欠陥検出実験 

 コンクリート実構造物の屋外部分を対象に欠陥検出実

験を行った。 

4.1 観察対象 

 対象は，ボックスカルバートと橋脚の壁面，および建

物の床面と壁面である。表面ひび割れと剥離が認められ

る箇所，および下地にひび割れがあると推察される樹脂

塗膜被覆箇所について欠陥検知実験を行った。本稿では

ひび割れ１例，被膜２例，剥離２例の計５例の結果を報

告する。５例の観察対象の性状を表－１に示す。 

 光学画像 振幅像 位相像 

模

擬

ひ

び

割

れ 

   

励振位置：画面上方 周波数：30kHz シア：画面鉛直方向 3mm 検査時間：34秒 ※光学画像○部：模擬ひび割れ部 

模

擬

剥

離 

   

励振位置：画面下方 周波数：30kHz シア：画面鉛直方向 3mm 検査時間：17秒 ※光学画像○部：模擬剥離部 

図－５ 供試体の欠陥検出実験結果 
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4.2 実験結果・考察 

 対象のカメラ画像および振幅像と位相像を図－６に示

す。以下，各対象について実験結果の内容と考察を記

す。 

(1-1) (1-2) ボックスカルバート内側壁面のひび割れ部 

 同一観察場所で，励振位置を変えて実験を行った。励

振位置の違いによって，振幅像や位相像の様相が異なる

結果が得られた。対象には，画面中央を上下に横断する

目視確認可能な太いひび割れ(A)と，画面中央付近の(A)

の屈曲点から分岐して右上方向に伸びる細いひび割れ

(B)が存在する。(B)は目視では確認が困難で，ルーペ観

察でようやく確認が可能である。まず(A)の下半分の区

間は，励振位置に関係なく振幅像，位相像で線状の構造

として検知されている。一方(A)の上半分の区間は，励

振位置が左側の場合の(1-1)には明瞭な構造として検知で

きているのに対し，励振位置が右側の場合の(1-2) には

明瞭な構造が認められない。逆に(B)は(1-2) において明

瞭で，(1-1) において不明瞭である。このように励振位

置により特定のひび割れが不明瞭となる現象は，表面弾

性波の進行方向がひび割れの方向と一致する場合に特徴

的に起こることが予備実験でも確認されていて，本手法

の原理上避けられない問題である。本手法の実用化に向

けては，複数の方向から励振することが不可欠であると

考えられる。 

 なお(1-2)の振幅像，位相像の画面右側に，網目状の構

造が淡く現れている。これはルーペ観察でも確認できな

い構造であるが，何らかの原因で生じた浅いひび割れで

あると考えている。 

(2) 道路橋脚壁面の樹脂塗膜被覆部 

 塗膜の表面に振動子を接触させて実験を行った。対象

の塗膜には目視で確認できる T字型のひび割れが認めら

れ，これは下地のコンクリートのひび割れが補修後に拡

大してできたものだと考えられる。振幅像，位相像には

塗膜のひび割れ部に該当する線状構造以外に，画面上半

分の左右２箇所に上下方向に伸びる線状構造が明瞭に認

められる。これらは目視やルーペ観察では全く確認でき

ず，塗膜下に隠れているコンクリートのひび割れが本手

法により捉えられたものだと考えられる。 

(3) 建物（渡り廊下床面）の防水樹脂塗膜被覆部 

 対象は防水塗床材で覆われたコンクリートの床であり，

この画面内には目視で確認できる構造は全くない。周辺

の状況から，下地のコンクリートには画面中央付近に左

右に横断するひび割れが存在することが強く推察された

が，振幅像，位相像とも該当する線状構造は認められな

かった。これは，ひび割れが塗床材で充填されているこ

とも一因だと考えられる。一方，当該ひび割れが存在す

ると推定される領域において，直径 10 ㎜程度の円形状

の振幅増加部が３カ所確認できた。これらは補修時に下

地のひび割れから出た気泡が，塗床材内部に取り残され

たものであると考えられる。なおこの対象では位相像の

濃淡分布が不明瞭であった。これは，塗床材の層が厚い

ため単純な表面弾性波以外の伝搬モードが励振されたた

めだと考えている。 

 なお，振幅像の上下端付近で画像が白っぽくなってい

るのは，カメラ内部の光学系の調整不足が原因で S/Nが

低下した結果である。 

(4) 建物（外壁面）の Uカット樹脂充填補修部 

 対象は，建物外壁のひび割れに対して Uカット後樹脂

を充填する補修を行った箇所であり，観察視野内には右

上から左下方向に横断する２本の補修跡が存在している。

これらの補修跡には，充填部と下地との間に目視確認可

能な細いひび割れが一様に認められる。 

 左側の補修跡のうち，画面の下方 2/3 の領域で，振幅

像と位相像において定在波の発生と振幅の増加が確認で 

表－１ 観察対象のコンクリート実構造物の性状 

実験 No 対象 観察箇所の説明 

(1-1) 

(1-2) 
ボックスカルバート内側壁面 

表面ひび割れの周辺 

目視確認可能な幅 0.3mm程度のひび割れの途中から，ルーペ観察でのみ確認

可能な細いひび割れが分岐している 

(2) 道路橋脚壁面 表面ひび割れがある樹脂塗膜被覆部で，下地にモルタル層が確認される 

(3) 建物（渡り廊下床面） 
下地にひび割れがあると推察される防水樹脂塗膜被覆部 

塗膜は厚さ 7mm程度のゴム状樹脂 

(4) 建物（外壁面） 

Uカット工法で樹脂を充填して補修したひび割れ箇所 

元のひび割れ自体は厚さ 200mmの壁を貫通している 

充填部と下地の間にひび割れが生じており，一部で充填材が剥離している 

(5) 建物（庇状構造物のリブ部分） 
Ｐコン跡を起点として生じた剥離部 

リブ底面のひび割れ幅は最大で 1mm程度 
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 No. 光学画像 振幅像 位相像 

ひ

び

割

れ 

(1-1) 

   

励振位置：画面左方 周波数：30kHz シア：画面水平方向 3mm 検査時間：17秒 

(1-2) 

 

  

励振位置：画面右方 周波数：30kHz シア：画面水平方向 3mm 検査時間：17秒 

塗

膜 

(2) 

   

励振位置：画面左方 周波数：30kHz シア：画面水平方向 3mm 検査時間：17秒 

(3) 

   

励振位置：画面下方 周波数：30kHz シア：画面鉛直方向 4mm 検査時間：17秒 

剥

離 

(4) 

   

励振位置：画面左方 周波数：30kHz シア：画面鉛直方向 4mm 検査時間：17秒 

(5) 

   

励振位置：画面下方（リブ底面） 周波数：30kHz シア：画面鉛直方向 4mm 検査時間：17秒 

※観察視野はカメラ画像の点線枠内 

図－６ コンクリート実構造物の欠陥検出実験結果 
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きた。実際に指先で触れると，この部分は充填材が下地

から完全に剥離していることがわかった。このように小

さな剥離箇所の検知は，特に観察領域内に広く分散して

存在している場合，他の検査手法を適用するのが困難だ

と考えられ，本手法が適している用途の一つだと考えら

れる。 

 なお，指先で触れて確認した結果，右側の補修跡にも

剥離部の存在が認められたが，振幅像にはそれが明瞭に

現れていない。これは，励振源からの表面弾性波が，左

側の補修跡部のひび割れで大きく減衰していることによ

ると考えられる。ひび割れを透過する表面弾性波の減衰

は，弾性表面波のエネルギーが集中している表面付近の

浅い領域において，ひび割れ両側の面の接触がどの程度

疎であるか，すなわちひび割れ内部の幅や深さがどの程

度拡大して，骨材のかみ合いがどの程度失われているか，

ということを反映しているので，本手法でこのような「ひ

び割れの開き度合い」を評価できる可能性がある。一方，

本例のように大きく開いたひび割れが存在する場合，ひ

び割れの両側の領域で正しく欠陥を検知するためにはひ

び割れの両側から観察対象を励振する必要がある。 

(5) 建物（庇状構造物のリブ部分）の剥離部 

 この対象の剥離部は，ひび割れ幅が(4)の剥離部に比べ

10倍程度大きく，またひび割れ箇所に明瞭な段差が見ら

れることから，目視で明らかに剥離だと認識できる。振

幅像で剥離部の振幅増大が明瞭に検知できているが，振

動子の位置を少し動かすと振幅増大は見られなくなった。

このようにひび割れ幅が大きく，目視でも確認できるほ

ど進行した剥離箇所では，周囲から剥離部へ弾性波が伝

わりにくくなるので，実際に本手法を利用して剥離部の

リスクを判断する際には，目視と合わせて判断する必要

があると考えられる。 

 

5. 結言 

 表面を伝搬する表面弾性波を干渉光学画像計測により

可視化する手法を用いて，コンクリート表面付近の欠陥

を検知する原理実証実験を行った。その結果，以下の知

見が得られた。 

(1) 本手法により，コンクリート表面付近のひび割れは

表面弾性波の振幅画像や位相画像で線状構造として

検知することができる。目視や通常の画像観察では

検知不能な細いひび割れまで検知可能あることから，

劣化の初期段階の欠陥検知手法として期待される。 

(2) ひび割れを透過する表面弾性波の減衰の度合いから

ひび割れの「開き具合」を推定できる可能性がある。 

(3) 表面が薄い層で覆われ表面からは確認できないひび

割れや埋もれた空隙も検知可能であることから，本

手法は被覆補修箇所の補修の成否や再劣化の状況を

被覆を剥がずに確認する方法として期待される。 

(4) 表面付近の剥離は，表面弾性波の振幅増大部分とし

て検知することができる。他の検査手法が適用困難

な小サイズの剥離が広く点在しているようなケース

でも検知可能であることから，本手法は充填補修箇

所の補修の成否や再劣化の状況を効率的に確認する

方法として期待できる。 

(5) 一方，本手法では，表面弾性波の進行方向と平行なひ

び割れは検知できないという原理上の制約があるほ

か，大きく開いたひび割れが存在するとそれより励

振源から遠い領域では表面弾性波が非常に弱くなり

欠陥があっても検知しにくいという問題がある。実

用化へ向けて複数の方向から表面弾性波を伝搬させ

るなどの欠陥検知精度を向上する対策が必要である。 

 今後は，コンクリート構造物の劣化の早期検知や補修

箇所の適切な健全性評価の実現に向け，本手法で得られ

る情報と実構造の信頼性との対応関係について，定量的

な検証を実施していく。また並行して，欠陥検知精度の

向上や検査面積の拡大，検査時間短縮などの性能改良を

進め，本技術によるコンクリート検査装置の実用化を目

指す。 
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