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本研究では，トンネルや橋などのコンクリート構造物を打音検査によって自動点検する手法を新規に構

築することを目的とする．ビデオカメラを用いて打音検査時の画像・音響信号を取得し，機械学習の手法

を用いることで，画像からはひび割れなど目に見える情報を，音響信号からはひび割れの進行方向など目

に見えない情報をそれぞれ検出する．画像処理と音響信号処理を統合するにより，画像または音のみでは

原理的に判定不可能な変状を検出し，高精度な点検を実現する．コンクリート試験体を用いた実験結果よ

り，提案手法の有効性を確認した． 
 

     Key Words: hammering test, concrete structures, image processing, sound signal processing, clustering, 
muti-modal signal processing 

 
 
 
1. はじめに 
 
 本研究では，画像処理と音響信号処理を融合させたマ

ルチモーダル処理を用い，コンクリート構造物の自動点

検を行う手法を構築することを目的とする． 
 道路，橋梁，トンネル等の社会インフラの持続的な維

持管理は，国民の生活の質に関わる重要な問題である．

国土交通省の統計によると国内の社会インフラの総量は，

道路総延長約 128万 km，道路橋約 73万橋，トンネル約

1万 1千本，下水道管約 47万 kmといずれも膨大な数に

上る 1)．日本の道路総延長は，英国の約 3 倍，日本と国

土面積がほぼ同じであるドイツ連邦共和国の約 2倍に及

び，諸外国と比較しても日本が多くの社会インフラを有

していることがわかる 2)． 
 国内における社会インフラの構築は高度経済成長期の

1960~80年代に集中して行われたため，今後 20年の間に

社会インフラの老朽化が加速度的に進むことがわかって

いる．またトンネルや橋梁に代表されるように，社会イ

ンフラの多くはコンクリート構造物である．コンクリー

ト構造物の耐用年数の目安とされる建設後 50 年を超え

る社会インフラの割合については，トンネルでは 2018
年には約 20%であったが，2033 年には 2018 年の倍以上

である約 42%まで増加する 3)． 
 社会インフラの老朽化の原因となる代表的な現象とし

ては，腐食や亀裂などが挙げられる．腐食については，

構造物の骨格となる鉄が，水分がある環境で酸素と結合

することにより酸化し，錆が発生することで進行する．

錆が発生することで構造物の強度が低下するだけでなく，

鉄の体積が錆の発生により膨張することで，亀裂発生の

原因にもなる．亀裂については，コンクリート構造物に

過度な応力がかかることで，コンクリートにひび割れが

生じることを指す．亀裂が生じる原因としては，過積載

の車両の通過や地震や強風による影響，コンクリートの

乾燥による収縮，水分の凝結による体積膨張などが挙げ

られる．またコンクリートに亀裂が発生すると，トンネ

ル天井部のコンクリートが剥がれ落ちる剥離の原因とな

るだけでなく，隙間に雨水等が入り込み，内部の鉄筋の

腐食がさらに進行しやすくなる．そのため，点検作業に
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よって腐食や亀裂を早期に発見し，状態に合わせた適切

な修繕を行っていくことが，社会インフラの老朽化を遅

らせるために重要となる． 
 社会インフラの老朽化を原因とする国内の事故として

は，2012 年に発生した笹子トンネル天井板落下事故が挙

げられる．笹子トンネル天井板落下事故では，270 枚の

重さ約1.2トンほどのコンクリート板が138mに渡って天

井から落下した．走行中であった自動車 3 台がコンクリ

ート板落下の下敷きとなり，9 名の死亡者と 2 名の重軽

傷者を出す大事故となった．この事故では，天井板を固

定するボルトやボルトを固定する接着剤の経年劣化を点

検時に見逃していたことが，主な原因だと考えられてい

る 4)．海外の事例では，1967 年にアメリカ合衆国におい

てウエストバージニア州とオハイオ州を結ぶシルバーブ

リッジが突如崩壊し，オハイオ川に崩落した事故が発生

した．31 台の車両が落下に巻き込まれ，46 名の死亡者

と 18 名の負傷者を出した．この事故では，鉄板チェー

ンの老朽化による欠損が原因とされている 5)． 
 このような事故を未然に防ぐためには，社会インフラ

の点検作業が欠かせないが，現状点検作業はほとんど人

手で行われている．ひび割れや浮きなどの異常箇所の有

無及び範囲を，コンクリート表面に記入するチョーキン

グと呼ばれる作業を点検員が行う様子を図-1に示す．人

手による点検作業で問題とされるのが，亀裂や剥離等の

コンクリートにおける問題箇所の検出率が点検員の技量

に依存している点である．さらに，今後高齢化の進展に

より熟練した技術を持つ点検員の減少が予想されている

ため，点検員の数的な減少と点検精度の低下が懸念され

ている 6)．そのため，社会インフラが急速に老朽化し，

熟練点検員の数が減少していく状況下において，今後人

身に関わる事故の再発を防止するためには，自動化技術

により点検作業を大幅に効率化し，点検員の技量に依ら

ない点検手法を早期に確立することが重要となる． 
 

 

図-1 点検員によるトンネルの点検作業 
 

 
図-2 天井部亀裂の剥離可能性の比較 

 
2. 研究の目的 
 
 トンネルや橋梁に代表されるように，社会インフラの

多くはコンクリート構造物である．国内における大型の

コンクリート構造物の老朽化が急速に進んでいるため，

早急な自動点検技術の確立が望まれている．そこで本研

究では，トンネルのような大規模なコンクリート構造物

を検査対象物とする．コンクリート構造物の検査作業で

は，剥離や腐食の原因となる亀裂や浮きのような変状箇

所を特定することを検査目的とする． 
 さらに，代表的な変状である亀裂の検査の場合は，亀

裂の内部への侵入方向と深さの特定を検査目的とする．

天井部のコンクリートにおける亀裂と剥離可能性の関係

を図-2に示す．図-2の 3種類の図は，コンクリート表面

上の亀裂は全く同一であるが，亀裂の内部への侵入方向

と深さが異なる．赤矢印の向きが内部に向かう亀裂の方

向，赤矢印の長さが亀裂の深さを示す．図-2の左側と中

心の図を比較した場合，左側の図では亀裂が外側，中心

の図では内側に向かうため，中心の図の方が亀裂が繋が

ることで天井部のコンクリートが落下する可能性が高い．

また，図-2の中心と右側の図比較した場合，右側では中

心の図に比べて亀裂が深いため，より剥離の危険性が高

いと予想できる．以上から，コンクリート表面上に見え

る亀裂は同一の場合でも，内部の亀裂の方向と深さによ

って剥離の危険性は異なることがわかる．実際のコンク

リート構造物の補修作業では，亀裂全てに対応するわけ

ではなく，危険度が高い亀裂を優先して対応を行う．そ

のため，剥離の危険度の判断に必要な亀裂の方向と深さ

を，打音検査法等の点検により特定することが極めて重

要である．本研究では，変状部の位置を特定することに

より，亀裂の侵入方向と深さを特定できる手法を提案す

ることを目的とする． 
 これまでも画像処理を用いてひび割れを自動検出する

手法が提案されているが，画像のみからは表面の汚れと

ひび割れを原理的に区別できないことが問題であった．

また打音検査時に音響信号処理を用いてコンクリート内

部の変状を判定する手法が提案されているが，打点の音

が変状か正常かを検出するのみであり，コンクリート内

部でのひび割れの進行方向の検出することは困難であっ
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た． 
 一方で，コンクリート構造物の異常状態（変状）の検

出を目的とした実際の点検では，簡便性に優れた打音検

査法が広く用いられる．打音検査法では，コンクリート

表面をハンマーで打叩した際の音の違いを分析すること

で，亀裂等の変状部を検出する．打音検査の熟練点検員

は，汚れとひび割れを区別し，ひび割れの進行方向を推

定している．人間は目と耳を使い，両者の情報を総合し

て判断するからである．本研究では，人間が行っている

ような，画像処理と音響信号処理を融合させた新しい処

理手法を新規に提案する． 
 
3. 提案手法と結果 
 
(1) 提案手法の概要 
 提案手法の概要を図-3に示す．提案手法では，画像処

理によってひび割れを検出する（ひび割れ候補領域の検

出）．ひび割れの箇所に対して音響信号処理を用いた打

音検査を実施すると表面の汚れ箇所とひび割れ箇所では

異なった音と判定される（打音検査）．このように，画

像処理の結果と音響信号処理の結果を融合させることに

よって，ひび割れのみを検出とする． 
 また音響信号処理を用いた打音検査を行うと，ひび割

れ周辺の両サイド（図-3では上側と下側）では同様に変

状の音と判定され，進行方向の判断は不可能である．こ

こで，コンクリート内部のひび割れ進行方向は上方向か

下方向のいずれかである．提案手法では，前述の処理で

得たひび割れの位置を活用し，ひび割れの境界位置を音

響信号処理の判定基準に追加することにより，進行方向

を推定する手法を新規に構築する（侵入方向の検出）． 
 更に，従来の機械学習を用いた打音検査においては，

学習データへの依存性が極めて強く，学習時と異なった

状況（例：トンネルが異なる場合，叩き方が異なる場合）

では性能が低下することが問題であった．あるトンネル

での変状音が別のトンネルでは変状ではないこともある

が，機械学習では過去に聞いた変状音と似た音を必ず変

状と判定するためである．人間は，過去に聞いた音との

類似度のみを判断基準としているわけではなく，今まさ

に聞いた音の中で，少しだけ異なった音がある場合には，

たとえその音が過去に聞いた正常な音と類似していても

変状と判定する．本研究ではこの発想を取り入れ，事前

学習データのみと比較するのではなく，叩き続けている

最中の音同士の類似度を判断基準とすることにより，学

習データへの依存性の問題を解決した新規な判別手法

（クラスタリング手法）を構築する． 
 以上のコンセプトに基づいた打音検査に基づく自動点

検手法を構築する． 
 説明のため，亀裂が存在するコンクリートの例を図-4
に示す．変状部と健状部の位置を図-4(a)に示す．内部に

亀裂が存在する箇所が変状部，亀裂が存在しない箇所が

 

図-3 提案手法の概要 
 

      

(a) 亀裂が存在するコンクリートにおける変状位置    (b) 亀裂が存在するコンクリートの側面図 
図-4 亀裂が存在するコンクリートのモデル図 
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健状部である．また，コンクリート表面上の亀裂の位置

は，カメラ画像から画像処理により取得可能であるが，

内部の亀裂の位置は不明である．なお，本研究では枝分

かれをする亀裂は対象とせず，亀裂が深くなるほどコン

クリート表面から遠ざかる亀裂を対象とする．図-4 (a)の
コンクリートの側面図を図-4 (b)に示す．図-4 (b)に赤色で

サンプルと表記されている箇所は，ハンマーで叩いて計

測した箇所を示す．また，サンプル 1とサンプル 2は下

方に亀裂が存在するため，どちらも変状部である． 
 音響センサの応答を比較した場合，サンプル 1がサン

プル 2に比べて内部の亀裂が浅いために，変状を検出で

きる可能性が高い．一方で，表面上の亀裂とサンプル間

の距離を考えると，サンプル 2に比べてサンプル 1が表

面上の亀裂に近い．つまり，表面上の亀裂に近いサンプ

ルほど，変状を検出できる可能性が高いことがわかる．

そこで，変状部であるサンプル 2のクラスタを決定する

際に，変状部と識別される可能性の向上を目的として，

サンプル 2自体の情報に加え，サンプル 1のようなサン

プル 2より表面上の亀裂に近く，変状検出可能性が高い

サンプルのクラスタ情報を考慮することが，提案手法の

新規なアイデアである． 
 
(2) 提案手法の処理手順 
 ビデオカメラを用いて打音検査時の画像・音響信号を

取得し，機械学習の手法を用いることで，画像からはひ

び割れなど目に見える情報を，音響信号からはひび割れ

の進行方向など目に見えない情報をそれぞれ検出する．

両処理の結合により，画像または音のみでは原理的に判

定不可能な変状を検出し，高精度な点検を実現する．提

案手法では，(1) 画像処理，(2) 音響信号処理，(3) 画像処

理と音響信号処理の融合，の 3項目の構築を行う． 
 提案手法の処理フローを図-5に示す．まず，検査対象

物のコンクリート表面の複数箇所をハンマーで打叩し，

各サンプルの音響信号を取得する．次に，計測した音響

信号から，高速フーリエ変換を用いてフーリエスペクト

ルを計算し，これを特徴量ベクトルとする．またカメラ

画像に画像処理を行うことで，コンクリート表面上の亀

裂の位置情報を取得する．最後にFuzzy C-Means7), 8)を改良

したクラスタリング手法を用いて，カメラ画像から取得

した亀裂の位置情報とサンプルの位置情報に基づき，各

サンプルの特徴量ベクトルを 2つのクラス（変状部・健

常部）に分類する． 
 なお本手法では，クラスタリングの結果は 2種類の分

類であり，どちらが変状部であるかは特定できない．し

かし，実際の検査を行うトンネルでは，変状部の領域は

健状部の領域より狭いため，本研究では分類後のクラス

のうち，サンプル数が少ないクラスを変状部として決定

する． 

 

図-5 提案手法の処理フロー 
 

 
図-6 コンクリート試験体（寸法はmm） 

 

  

 (a) コンクリート試験体    (b) 画像処理結果 
図-7 コンクリート試験体と画像処理結果 

 
(3) 結果 
 コンクリート構造物の代表的な変状である亀裂の検出

性能を検証するため，500mm 四方の大きさで，表面中

心付近から右手側に向かって 15°の角度の人工的な亀

裂があるコンクリート試験体を用いて実験を行った．コ

ンクリート試験体の寸法を図-6に示す．コンクリート試

験体の中央部に亀裂が存在し，その右方の赤色の箇所が

変状部である．コンクリート端部の影響を避けるため，

インパクトハンマの打叩は外縁から 40mm内側の青色の
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箇所で行った． 
 本実験では，事前にハンマーで打叩すべき箇所をコン

クリート表面にグリッドになるよう記入し，その点を目

標位置としてハンマーで打叩することで，サンプル位置

の特定を行った．亀裂位置とサンプル位置は，カメラ画

像のコンクリート試験体の外縁枠を基準に，カメラ画像

の亀裂位置と事前に記入したハンマーの打叩位置を対応

させた． 
 実際のコンクリート試験体を図-7(a)，試験体に対して

画像処理を施して亀裂箇所候補を検出した結果を図7-(b)
に示す．実験では，ハンマーで試験体の 225 点（変状

部：105点，健状部：120点）を打叩した． 
 提案手法と従来手法を用いたクラスタリング結果と正

解ラベルを図-8に示す．図-8の円はハンマの打叩位置を

示しており，赤丸が変状部を，白抜きの丸が健状部を表

す．変状部の左側にコンクリート表面上の亀裂が存在し，

右側ほど亀裂が深くなる．図-8(a)は正解ラベル，図-8(b)
は Fuzzy C-Means を用いた音響信号処理のみの結果，図-
8(c)は提案手法である画像・音響信号処理を融合させた

結果である．音響信号処理のみの結果と比較して，提案

手法である画像・音響信号処理を融合した結果のほうが

精度良く変状部を検出できていることが分かる． 
 次に，実験結果をクラスタリングアルゴリズムの性能

指標であるRand Index9)で定量的に比較した．音響信号処

理のみの結果のRand Indexが0.629であることに対して，

提案手法のRand Indexは0.852であり，定量的比較からも

性能が向上していることが確認できる． 
 亀裂の深さに応じた変状検出率の比較も行った．亀裂

が最も深い 53.6mm の箇所において，音響信号処理のみ

では変状検出率が 33.3%であったことに対して，提案手

法では変状検出率が 80.0%であった．提案手法による亀

裂深部の検出率の改善が確認できた． 
 以上の結果より，提案手法の有効性が確認できた． 
 
4. おわりに 

 

 本研究では，画像処理と音響信号処理を融合させたマ

ルチモーダル処理を用い，コンクリート構造物の自動点

検を行う手法を構築した． 
 本研究の研究成果及び新規性は以下の通りである． 
・ 画像処理と音響信号処理を融合させたマルチモーダ

ル処理を新規に提案することで，画像処理のみ，音

響信号処理のみでは検出が困難であったひび割れの

異常検出が可能となった． 
・ クラスタリングに基づいた異常検出手法を新規に提

案することで，学習した状況以外では性能が低下す

る学習データへの依存性の問題を解決し，高精度の

異常検出が可能となった． 
 研究成果の今後の具体的な活用としては，非熟練作業

者がコンクリートを叩いた際の画像・音響信号を取得し，

提案手法で異常検出を行うことで，必ずしも熟練者が必

要ではなくなることや，コンクリートをハンマーで自動

的に叩き，画像・音響信号を取得する装置と組み合わせ

ることで，自動打音検査が実現することなどが挙げられ

る． 
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AUTOMATIC INSPECTION OF CONCRETE STRUCTURES 
BY MULTI-MODAL SIGNAL PROCESSING 

USING VISUAL AND ACOUSTIC DATA 
 

Atsushi YAMASHITA and Jun Younes LOUHI KASAHARA 
 

In this study, we propose a new automatic inspection method of concrete structures by multi-modal signal 
processing using visual and acoustic data.There are several methods for automatic inspection of concrete 
structures by using sound signal processing techniques (hammering test), or using image processing tech-
niques (appearance inspection). However, there still remain two problems; 1) it is difficult to examine the 
crack direction inside concrete structures, and 2) inspection results of machine-learning-based techniques 
strongly depend on the training data. In this study, we adopt a new approach by combining image processing 
and acoustic signal processing techniques to solve the first problem. We also propose a new clustering-
based inspection method to overcome the second problem. Effectiveness of the proposed method is verified 
through experiments. 
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