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要旨：遠距離からの音波照射による加振により, 非破壊的に計測表面近くに存在するはく離や空洞欠陥を検出

する非接触音響探査法の検討を行っている。実際のコンクリート構造物の欠陥は複雑な形状をしていること

が多いため, 共振周波数のみに依存した欠陥検出アルゴリズムでは欠陥規模を明らかにできないことが少な

くない。そこで, 振動エネルギー比とスペクトルエントロピーという 2 つの音響特徴量を導入した非接触音

響探査用の欠陥検出アルゴリズムの検討を行った。実際のコンクリート構造物に適用してみた結果から, 提

案アルゴリズムの有効性が確認された。 
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1. はじめに 

 トンネルや橋梁等のコンクリート構造物表面付近に存

在するはく離等の欠陥を調査検出するために，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

探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

て困難であることが指摘されている。したがって，遠隔

非接触で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, 前者は温度等の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，従来の叩き点検法の

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 ( LDV：Laser Doppler 

Vibrometer ) 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 以上の離隔であっても, 安定的に通常の

叩き点検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 5-13）  

 一方, 単純な形状の模擬欠陥を含むコンクリート供試

体においてはたわみ共振の周波数は一つに特定できるた

めに欠陥規模の推定は容易であるが, 実際のコンクリー

ト構造物の欠陥は複雑な形状をしていることが多く共振

周波数のみを使用した欠陥検出アルゴリズムでは欠陥規

模を明らかにできないことが多い。また, 本手法では振

動計測にレーザ光を用いているために, 計測対象である

コンクリート表面上の汚れや凹凸等の影響でレーザ戻り

光が減少すると, 受光漏れに起因する光学ノイズが生じ

る場合がある 3)。この受光漏れによる光学ノイズは, 白

色雑音（ホワイトノイズ）に近い特性を示すために, 欠

陥検出を振動速度のパワースペクトルから算出される振

動エネルギーのみに依存していると受光漏れに起因する

計測不良点を誤って欠陥部として検出してしまう可能性

がある。これらの影響を避け, 欠陥部, 健全部および計

測不良点を識別するために２つの音響特徴量である振動

エネルギー比とスペクトルエントロピーを用いた非接触

音響探査法用の欠陥検出アルゴリズムの検討を行い, 実

コンクリート構造物への適用を試みた。 

 

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 19-22)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：  

 

図-1 非接触音響探査の基本構成図 
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Scanning Laser Doppler Vibrometer)もしくは LDV を使用

して 2 次元的な振動速度分布を計測する。もし，壁面内

部に水平方向のひび割れなど欠陥が存在すると，その欠

陥部上は健全部に比べると曲げ剛性が低下するため，音

波のような微弱な力でもたわみ共振を発生させやすくな

っている。そのため本手法では，音波照射加振を用いて

打音法と同じたわみ振動を発生させ，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。 

2.2 音波送信方法 

 前節に述べたように, 本手法では欠陥部のたわみ共振

周波数を探す必要がある。一方で, 高感度の LDV 自体が

計測対象からの反射音波による振動で SN 比 (Signal to 

Noise ratio) が低下してしまうのを避けるために, 連続的

な波形ではなく間欠的な波形で計測することが望ましい。

そのために図 2(a)に示すような 1回の送波で 1つの周波

数を使用するシングルトーンバースト波, 1 回の送波で

複数の周波数を使用するマルチトーンバースト波などが

考案された 23）。どちらも欠陥部のたわみ共振を発生させ

るために同じ周波数を一定時間駆動させていることおよ

び, 欠陥探査に必要な周波数帯域をカバーするように設

定するなどの特徴がある。必要とする周波数範囲にも依

存するが 20m を超える遠距離になると, 反射音波が戻っ

てくるまでに時間的な余裕があるために, 必要な周波数

帯域すべてを一度に送出することが可能となる。そのた

め特に遠距離での高速計測にはマルチトーンバースト波 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

図-2 トーンバースト波の模式図 (a)シングルトーンバ

ースト波, (b)マルチトーンバースト波 

 

が適していると言える。なお, 周波数を多く含んでいる

という意味だけを考えると白色雑音やチャープ波の方が

最適に思われるが, そのような波形を実際に使用してみ

ると, 結果的に計測される振動速度の SN 比が劇的に低

下してしまいうという問題が明らかになっている。これ

は送信信号に含まれる特定のたわみ共振周波数成分が少

ないために, 効率的な励振が出来ていないことを示して

いると思われる。 

 

3. 非接触音響探査法の計測アルゴリズム 

3.1 振動エネルギー比 

 マイクロホンを用いた打音法では, 打撃力振幅値で打

撃音振幅値を正規化する, いわゆる振幅値比を用いるこ

とで欠陥の深さや部材の厚さの定量的な評価が行われて

いる 24）。非接触音響探査法における計測値はあくまでも

レーザドップラ振動計による振動速度のみになるため, 

単純に同じアルゴリズムを適用することは出来ないが, 

ある周波数範囲での振動速度のパワースペクトルの和を

振動エネルギーに対応する値であると考えると, 欠陥部

と健全部には明確な差が生じていることが考えられる。

そこで, 振動エネルギー比(VER : Vibration Energy Ratio)

を(1)式のように定義する。 

 

 (1) 

 

ここで, PSDdefect, PSDhealthは欠陥部, 健全部のパワースペ

クトル密度, f1および f2は下限および上限周波数である。

実際のコンクリート構造物では健全部でもばらつきがあ

ることが考えられるが, 通常は計測された健全部中で振

動エネルギーが最も低い値を健全部の基準として計算す

る。 

3.2 スペクトルエントロピー 

受光漏れによる光学ノイズは, ドップラ効果として算

出される振動速度に影響して大きな振幅となって検出さ

れる。この信号の周波数特性は白色雑音に近い特性を示

す。そこで, 信号の白色性を表す特徴量であるスペクト

ルエントロピーSE を導入する。これは, 信号のスペクト

ルを確率分布と見なし, 情報エントロピーを計算したも

ので, 次の式で定義される。 

 

 

 

ここで, Sf は測定点での振動速度の振幅スペクトルであ

る。スペクトルエントロピーはスペクトルが均一な白色

信号では高い値となる。受光漏れによる計測不良点は白 
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表-1 健全部・欠陥部・計測不良点の識別 

 振動エネルギー比 ｽﾍﾟｸﾄﾙｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ 

健全部 低い 高い 

欠陥部 高い 低い 

計測不良点 高い 高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 2つの音響特徴量を用いた欠陥検出アルゴリズム 

 

色ノイズレベルが高く, 健全部では信号レベルは低いが

特徴的なピークを持たないため, ともに高い値を示す。 

3.3 ２つの音響特徴量を用いた欠陥検出アルゴリズム 

前述の振動エネルギー比とスペクトルエントロピー

といった 2 つの音響特徴量を組み合わせることにより, 

閾値を適切に選択することができれば, 欠陥部, 健全部

および計測不良点の識別が可能となる（表-1参照）。 

例えば, 欠陥部では振動エネルギー比は高いが, 白色

性は低いためにスペクトルエントロピーは低い値を示す。

逆に健全部では振動エネルギー比は低いが, 白色性は高

いためにスペクトルエントロピーは高い値を示す。 また,

計測不良点の場合には, 振動エネルギー比とスペクトル

エントロピーの両方が高い値を示すことになる。したが

って, 図-3に示すような欠陥検出アルゴリズムが考えら

れる。なお, 音響特徴量の閾値は, コンクリートの配合や

経年変化による影響も受けることが考えられるために一

律に定めることは困難であるが, ここでは便宜的に以下

のように定めている。最初に振動エネルギー比の閾値は, 

コンクリート供試体における健全部同士の振動エネルギ

ー比のばらつき具合から約 3.6dB 以下はほぼ健全部とみ

なしてよいことが判明しているためにその値を用いてい

る 7)。次にスペクトルエントロピーの閾値は, 健全部と

してみなされた領域の最小値もしくは標準偏差σと平均

値μを利用したμ－2σおよびμ－3σの値のうち, どれ

かを計測対象の音響特性により選択して用いている。 

4. 実コンクリート構造物での適用例 

4.1 N2U-BRIDGE における適用例 

4.1.1 実験セットアップ 

前節の欠陥検出アルゴリズムを名古屋大学にある

N2U-BRIDGEの探査実験データに適用した例を示す。実

験箇所は図-4に示す鋼板桁橋の下面部であり, ほぼ真下

に音源としてはLRAD-300X(LRAD Corp.), SLDVとして

はPSV-400-H4(Polytec Corp.)を配置して計測を行った。離

隔は約5mである。計測時のスキャン点数は63点(7×9)で, 

スキャン間隔は縦約14cm, 横11cmである。このスキャン

エリアの下部中央に叩き点検で確認された欠陥部が存在 

 

図-4 N2U-BRIDGEにおける鋼板桁橋の写真, 

 (a)下面全体写真, (b)スキャンエリア(88cmｘ84cm) 

 

している。この計測データに関する振動エネルギー比と

スペクトルエントロピーの分布例を図-5に示す（図中の

番号は計測ポイント番号, 積分範囲は1-5kHz）。振動エネ

ルギー比の閾値を3.6dB, スペクトルエントロピーの閾

値を健全部領域の最小値とすると, 図-5の左側に健全部

の測定点, 右側上方に計測異常点,右側下方に欠陥部の測

定点が見られる。スキャンエリア中央部の測定点32は振

動エネルギー比が低く，かつスペクトルエントロピーが

高いという健全部の特徴を示している。右下の測定点53

はエネルギー比とスペクトルエントロピーの両方が高い

値を示し, 計測異常点の特徴を持っている。一方, 下部中

央の測定点35と43は，エネルギー比が健全部に比べて有

為に高く, 同時にスペクトルエントロピーは低くなって

いて, 欠陥部であると判別できる．図-6に対象面の振動

エネルギー比分布を示す. 白線による囲み部分は叩き点

検により発見された欠陥部の位置と大きさを示している。

図-6(a)は欠陥抽出アルゴリズムを適用していない場合

で, 図-6(b)は欠陥抽出アルゴリズムを適用することに

より計測不良点を映像に用いなかった場合である(値と

して0を代入)。白線による囲みは叩き点検により発見さ

れた欠陥箇所であり, スペクトルエントロピーを用いた

欠陥検出アルゴリズムにより, 計測不良点が取り除かれ, 

欠陥部がより鮮明に抽出されていることがわかる。 
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図-5 スペクトルエントロピーと振動エネルギー比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 実コンクリート構造物の振動エネルギー比分布  

(a) 振動エネルギー比のみ, (b)スペクトルエントロピ

ーを用いた欠陥検出アルゴリズム適用後 

 

参考のために, 代表的な計測点における振動速度スペク

トルを図-7に示す。ここで, 800Hz付近に確認できる共振

ピークは使用したSLDV (PSV-400-H4) のヘッド共振で

ある。図より, 健全部(計測点32)ではヘッドの共振以外の 

 

 

 

 

 

 

健全部の振動速度波形例（測定点 32） 

 

 

 

 

 

 

欠陥部の振動速度波形例（測定点 35） 

 

 

 

 

 

 

欠陥部の振動速度波形例（測定点 43） 

 

 

 

 

 

 

計測不良点の振動速度波形例（測定点53） 

 

図-7 振動速度スペクトル例 

 

周波数ではほとんど音波照射加振程度では揺れていない

ことがわかる。一方, 欠陥部(計測点35と43)ではいくつか

のたわみ共振周波数が明確に観測されているが, 計測不

良点(計測点53)では, 全体的なノイズレベル自体が上が

ってしまっているために, 白色性が強くなっていること

が確認できる。 

 

4.2 高架橋への適用例 

4.2.1 実験セットアップ 

 非接触音響探査法の欠陥探査アルゴリズムが遠距離で

も有効であるかどうかを確認するために, 広島県尾道市

にある因島大橋東高架橋のたもと(向島側)にて探査実験

を行った。音源としてはLRAD-300X(LRAD Corp.), SLDV

としては長距離用のPSV-500 Xtra (Polytec Corp.)を使用

し, 橋の真下から計測対象面を見上げるような形で実験

を行った（図-8参照）。 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 

(b) 
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図-8 遠距離検証実験のセットアップ図 

 

音源およびレーザと計測対象面までの計測距離は約

33.5mである。計測箇所は事前の叩き点検で, 浮きがあ

ると判定された箇所である。図-9に計測範囲図を示す。

図の左側には目視できる細い亀裂が入っている。測定点

数は77点(7×11)で，計測領域の大きさは約57×72 cm2であ

った。使用した音波はパルス長5ms, 300 – 4000 Hzの周波

数範囲を持つマルチトーンバースト波を用いた。波形全

体の長さは400msでアベレージ回数は3回としたため, 全

体の計測時間は約284秒であった。参考のために因島大橋

東高架橋の建設時のコンクリートの配合表を表-2に示す。 

4.2.2 実験結果例 

振動エネルギー比による映像結果例を図-10 に示す。

なお, SLDV ( PSV-500Xtra ) のヘッド共振 (630 Hz, 1.5 

kHz)を除くために 300-620 Hz, 640-1480 Hz および

1520-4000 Hz の積分値の合計を使用した。図より, 目視

できる亀裂部よりやや右側に大きい振動エネルギー比が

分布しており, その部分で内部剥離が進行している可能

性があることがわかる。なお, この計測箇所では計測不

良点が存在しなかったために, 全データを表示に使用し

ている。この振動エネルギー比による映像結果と比較す

るために, SLDV を用いたハンマー加振時の振動分布計

測を実施した。加振位置は SLDV の計測用レーザ光の近

くとし, 音圧を下げた LRAD の音をトリガ用の信号音と

して利用することにより 3 回の加算平均を行った。高所

でのハンマー加振作業の困難性に基づき ,  計測は横 

 

図-9 スキャンエリア(56cmｘ70cm) 

 

図-10 振動エネルギー比を用いた映像結果例 

 

図-11 ハンマー加振による振動エネルギー比分布 

(a)計測位置, (b)振動エネルギー比分布 
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方向の 1 ライン（17 点）のみで行われた。計測位置とそ

の位置における振動エネルギー比を図-11に示す。なお, 

SLDV のヘッド共振の影響は無視できるために積分範囲

は 100-5000Hz としている。図より, 亀裂部のある計測点

3 から, 計測点 7 にかけて振動エネルギー比が高く, 亀

裂部の右側に振動エネルギー比が高い箇所があることが

確認できる。この結果は非接触音響探査法により得られ

た結果と同様な傾向を示していることがわかる。 

 

5. まとめ 

2 つの音響特徴量である振動エネルギー比とスペクト

ルエントロピーを用いた非接触音響探査法のための欠陥

検出アルゴリズムの構築を行った。本研究の結果により

得られた知見を以下に列挙する。 

・実際のコンクリート構造物である N2U-BRIDGE の鋼板

桁橋および因島大橋東高架橋に適用した結果より,提

案した欠陥検出アルゴリズムの有効性が確認された。 

・本手法により, 離隔 30m を超えた欠陥検出が可能であ

ることが確認された。 

今後も本手法を叩き点検の代替え手法として実用可能な

手法とするために必要な検討を加えていく予定である。 

 

謝辞 N2U-BRIDGE での実験を許可していただいた名

古屋大学の中村光教授に感謝いたします。 
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