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響きを考慮した劣駆動型打音装置の開発と性能評価

高橋 悠輔＊ 中村 聡＊

要 約： 橋梁やトンネルなどの構造物の老朽化が進む一方で，インフラの維持管理を行う技術者が不足している。この
ため，迅速かつ高精度に点検可能な打音検査システムの開発が望まれている。そこで，人の打音を装置によって
近似させることで点検要領と同じ基準で評価できることを可能とする，劣駆動機構を搭載した打音装置の開発を
行っている。この装置の有用性を検証するため，トンネル内の健全部とうき部を打叩し，全駆動機構の周波数ス
ペクトルを比較した。その結果，劣駆動は，全駆動よりも人に近い音であることを確認した。

キーワード： コンクリート，うき，打音装置，劣駆動機構

目 次： 1．諸言
2．劣駆動型打音装置
3．性能評価手法

4．実験結果と考察
5．結言

1．諸言
現在，高度成長期に大量に建設された橋梁やトンネルな

どの構造物の老朽化が進んでいる。特に，建設から 50 年
以上が経過した道路トンネルは，2013 年 3 月時点で全国
に約 1万本あるうちの 20%にも及び，20 年後には 50%に
なると試算されている1)。さらに，2014 年 7 月 1 日に施行
された道路法施行規則の一部改正により，5年に 1 回の近
接目視による点検と，目視点検で変状が確認された箇所の
打音検査などが義務付けられ，より正確な点検が求められ
ている。一方でインフラの維持管理を行う自治体職員の技
術者不足が懸念されており，ロボットなどを活用した革新
的な点検技術の開発・導入が期待されている。
コンクリート構造物のひび割れを判別するシステムとし

て，デジタルカメラなどを使用した点検技術が実作業に採
用されている2)。また，うきの有無を確認するシステムと
して，赤外線カメラを使用した検査が検討されているが，
環境条件によって検出精度が変化するなど運用面での課題
がある。うきの有無を確認する手法として，一般的には打
音法があり，ハンマーなどによりコンクリート表面を打叩
することで，コンクリート内部の変状を抽出することがで
きる3)。例えば 2014 年 6 月に国土交通省が策定した道路
トンネル定期点検要領によると，健全部は“キンキン”，
“コンコン”といった清音であるのに対して，うき部は
“ボコボコ”，“ペコペコ”など濁音を発する。
そこで著者らは，打音検査を自動化するための第一ステ

ップとして，ロボットなどの打叩装置による打音から，人
がうきを判別できるシステムの開発を目指している。装置
には，人の叩く動作に近い動きを実現可能とする劣駆動機
構を採用し，人の打音に近似させることとした。これは，
点検要領と同じ基準で評価できる利点があるためである。
本稿では，まず，劣駆動機構を搭載した打音装置の機構モ

デルについて述べる。次に，コンクリートの健全部，およ
びうき部を打叩し，開発した装置の有用性について検証し
た結果を述べる。

2．劣駆動型打音装置
2.1 機構モデル
人の叩く動作を装置によって近似させるため，森らの研

究4)から，打叩時は打面にハンマーを押し付けないことを
開発方針とした。この方針をもとに提案した機構の動作イ
メージを図 1 に，機構モデルを図 2 に示す。本装置は，
Rを中心として長さ L［m］のクランク RRを回転数
N［rpm］で回転させる。そして，長さ L［m］の連接棒
ROを介して，長さ L［m］のてこ OOを揺動させ
る。これは，図 1 の A から B に相当する。上死点でてこ
が停止すると，回転軸 Oに取り付けられた長さ L

［m］のハンマーOOが加速し，打叩を行うことができ
る。これは，図 1 の B から C に相当する。連接棒は，て
この回転軸 Oから長さ L［m］の位置に取り付けられて
いる。ハンマーのヘッド質量をm［kg］，柄の質量をm

［kg］とし，柄は一様とする。Oにストッパーを取り付
け，ハンマーの反時計回りの回転を制限した。上死点に達
したとき，軸 Oは 軸上にある。この軸は回転自由であ
るため，慣性によりハンマーは 軸上で打叩が可能であ
る。なお，ハンマーは打叩により発生する反発力により打
叩面から離れるため押し付けることはなく，また打叩後は
拘束されることもない。さらに，ハンマーの加速によって
大きな打叩エネルギーが得られるため，コンクリート深部
の変状抽出に有効であると考えられる。
2.2 機構の理論
人の打音に近似させるためには，人と同じ打叩エネルギ

ーで叩けるよう調整することが望ましい。そこで本研究で
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は，モータの回転数を適切に設定し，打叩エネルギーを調
整することとした。本機構における打叩エネルギー E［J］
とモータの回転数 N［rpm］の関係は，図 1 において O

軸方向に重力が作用する場合を仮定すると，ハンマーの重
心 Gまわりの慣性モーメントを I［kg/m2］，直線 OGの
長さ L［m］としたとき，式(1)で表現できる5)。

N=
1
a ⋅ 2(I+ML

)
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ここで，aは，装置の寸法によって決まる定数であり，表
1のように定めたとき，

a≅0.0332

となる。なお，式(1)において，
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である。式(1)に表 1 の値を代入し，打叩エネルギー E

［J］と回転数N［rpm］の関係をグラフ化すると，図 3と
なる。

3．性能評価手法
提案した機構を装置に搭載し，実際のトンネルを打叩す

ることで有用性を確認した。本研究では，まず，取得した
打音データからフーリエ変換によって周波数スペクトルを
求め，人の場合と比較した。次に，学習・推論システムを
利用し，人と装置の違いを詳細に検証した。
3.1 学習・推論システム
本研究で用いた学習・推論システム（β-RNA：（株）ア
ドイン研究所製）は，入力情報と事象との関係を知識とし
て保持（=学習）することができ，ある入力情報に対し
て，事象との関係の強さ（合致度）を出力（=推論）する
ことができる6)。本研究では，実験から得られた人の周波
数スペクトルについて，周波数ごとの音圧を学習させ，装
置の音圧との差を数値化することで，波形の合致度を出力
することとした。
3.2 実験装置
製作した劣駆動型打音装置を写真 1 に示す。本研究で

は，比較のため，図 4に示す機構（以下，全駆動）を有し
た装置も製作した。この機構は，カムによりハンマーが一
定の高さまで持ち上がり，ばね力により打叩する仕組みと
なっている。ハンマーを押し付けるため，人の音と異なる
可能性がある。
3.3 実験方法
本研究では，実際のトンネル壁面に存在する健全部とう

き部を，図 2 において O軸方向に重力が作用する方向に
装置を固定して打叩し，性能を評価した。実験は，コンク
リート診断士の資格を取得している当研究所の技術者に加
え，劣駆動および全駆動による打叩を，健全部とうき部に
対してそれぞれ 3回ずつ行った。技術者が叩くエネルギー
を測定した結果，およそ 0.5［J］となった。そこで，本研
究では図 3 より回転数を N=100［rpm］として実験を行
った。実験では，表 2に示すレコーダを用いた。このレコ
ーダには，風切り音防止用スクリーンを装着し，打叩部と
レコーダは 300［mm］離した。

4．実験結果と考察
コンクリートの健全部およびうき部を打叩した際の周波
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図 1 劣駆動機構の動作イメージ

図 2 劣駆動機構のモデル

表 1 機構の寸法

図 3 打叩エネルギーと回転数の関係
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数スペクトルについて，1 回目の実験結果を図 5～図 7 に
それぞれ示す。図 5を見ると，Bの周波数帯では，どちら
も音圧レベルが大きい傾向にあることが分かる。一方，A
の周波数帯では，健全部の音圧レベルが小さくなってい
る。したがって，人の打音は，うき部と比べて健全部の方
が高い音であることが分かった。図 6，図 7 についても，
人と同様の傾向が見られた。Bよりも高い周波数帯に注目
すると，図 6および図 7は，図 5と比べて音圧レベルが大
きくなっている。その波形は激しく変化していることか
ら，モータなどの機械ノイズによるものと考えられる。
次に，人と装置の違いを詳細に検証した。実験から得ら

れた周波数スペクトルをもとに，学習・推論システムを用
いて人の周波数ごとの音圧を学習させ，装置の音圧との差
を数値化した。その結果を図 8，図 9 にそれぞれ示す。人
の合致度が 100% にならないのは，学習させたデータと推
論させたデータが異なるためである。図 8を見ると，人に
対する全駆動の合致度は 4 割程度減少することに対して，
人に対する劣駆動の合致度は 2割程度の減少で収まること
が分かった。また，図 9を見ると，人に対する全駆動の合
致度は 3割程度減少することに対して，人に対する劣駆動
の合致度は 2割程度の減少で収まることが分かった。これ
らの結果から，健全部，うき部において，劣駆動は全駆動
より人に近い音であることが確認できた。

5．結言
本研究では，人の叩く動作に近づけるための機構とし

て，劣駆動機構を搭載した打音装置を開発した。さらに，
劣駆動と全駆動を用いて，トンネル内の健全部とうき部に
対して打叩実験を行い，人の周波数スペクトルと比較し
た。その結果，人の打音は，うき部と比べて健全部の方が
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写真 1 劣駆動型打音装置

図 4 全駆動機構の動作イメージ

図 5 人の周波数スペクトル

図 6 劣駆動の周波数スペクトル

図 7 全駆動の周波数スペクトル

図 8 健全部における人に対する合致度

表 2 レコーダの仕様

図 9 うき部における人に対する合致度
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高い音であることが分かった。また，劣駆動，および全駆
動についても，人と同様の傾向が見られることが分かっ
た。次に，人と装置の違いを詳細に検証するため，実験か
ら得られた周波数スペクトルをもとに，学習・推論システ
ムを用いて人の周波数ごとの音圧を学習させ，装置の音圧
との差を数値化した。その結果，健全部およびうき部にお
いて，劣駆動は全駆動より人に対する合致度が高く，人に

近い音であることが確認できた。
今回の実験は鉛直壁面で行ったため，重力の影響を考慮

しなかった。しかし，実際のトンネルは曲面であるため，
重力の影響を考慮する必要がある。今後は実用化を考慮
し，このような条件下でも同じ結果が得られるか検証す
る。
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EVALUATION OF PERFORMANCE OF THE UNDERACTUATED HAMMERING SYSTEM
CONSIDERING HAMMERING SOUND

Y. Takahashi and S. Nakamura

According to rapid deterioration of many domestic bridges and tunnels, engineers that manage them are insufficient. For
this reason, it is desired to develop an automatic hammering testing system that can inspect them quickly and accurately.
Therefore, we developed an underactuated hammering system that can simulate hammering sound by human. To verify
the effectiveness of this system, we carried out hammering test in tunnel using underactuated and fullyactuated systems
and compared their frequency spectrums. The experimental results showed that the hammering sound of the
underactuated system is more similar to human sound than fully-actuated system.


