
２つのAIを用いた

打音による検査システムの開発
山口県立徳山高等学校

今、何が問題か

開発したシステム「ＡＩハンマー」・・・誰でも手軽にコンクリートの状態を調査

２つのＡＩによるマッピング 活用結果学習モデルの構築とＡＩ

今、日本中で高度成長期頃に建てら
れた建物やインフラの劣化が問題に
なっている。初期診断は打音による
非破壊検査が一般的であるが、耳で
判断するため熟練者の経験に頼る面
が大きく、膨大な検査対象に対して
人手不足と予算不足が合わさって深
刻な問題となっている。 膨大な検査対象・

人手不足・予算不足

市民ボランティアで
も手軽に使える検査
ツールを開発して地
域のインフラを支え
たい！

ハンマー＋マイク
¥3300

AIによる判定結果

打音を取得

打音をサーバに送信

◆ハンマーの機能

◆スマホの機能

打音を受信

打音を周波数解析

2つのAIで判定

判定結果をスマホに送信

Python

◆サーバーの機能

AIを自動更新

打音データ

ＡＩをサポートする「教師ＡＩ」の開発

◆コンクリートの判定

◆壁の内部構造

必要な学習時間を大幅に削減できた

私たちが住む周南市だけでも
大小4000カ所の橋梁がある

熟練者の耳
に頼る
打音検査

市民ボランティアに
よるインフラ維持

そこで

手軽かつ
安価かつ
分かりやすい

開発のポイント

無線(Bluetooth) 無線(WiFi)

打音の取得と送信 熟練者をＡＩに代替 分かりやすく表示

鉄筋入り高密度
コンクリート

空洞コンクリート
ブロック単体

心配エリア

安心エリア

音紋

たたくだけ

そこで

多量の学習データをニューラルネットワーク
(NN)を利用して機械学習し、学習モデルを構築
する。構築した学習モデルにより新たなデータ
を自動判別するしくみがＡＩである。

判定結果の受信

グラフ・振動・音声ガイダンス

教師ＡＩが学習状況を
監視して正答率が伸び
そうな学習方法を精選

２時間で高い正答率の
学習モデルを自動生成

Processing

Python

鉄筋の有無や密度の大小など各コンクリートの
特性が判定できている

芯材がある場所はつまっ
ていると示す場合が多く、
芯材がない場所は空洞を
示す。壁の内部を判定し
ている

例）金属性14%, つまり度88%

密

空

非金属 金属

金属性と を判定するＡＩつまり度
0~100%の確率で
打音を判定する

鉄筋入り・高密度 鉄筋なし・高密度

鉄筋なし・中密度 鉄筋なし・低密度

（20打の結果）

芯材

あらかじめ準備
した１８通りの
NN(層,dropout)

打音の「音紋」

2層
dropout(0.2)

2層
dropout(0.3)

3層
dropout(0.2)

3層
dropout(0.3)

できるだけ高い正答
率のＡＩをつくるた
め様々なNNを試行
する

正答率 49%        72%        88% 61%  ・・・

学習モデル
１

学習モデル
２

学習モデル
３

学習モデル
４

全て計算する
と膨大な計算
が発生し７時
間

教師ＡＩ

学習中

学習データによって最適なNN（学習方法に相当）は変化するため、総当た
りでNNを試行すると、学習データが追加される度に膨大な計算時間がかか
る。そこで学習状況を監視し、正答率が伸びそうなNN（学習方法）のみを
継続し、それ以外を途中で取りやめる判断をする教師ＡＩを実装した。

・・・

・・・

高い正答率になるときの学習推移

低い正答率になるときの学習推移

教師ＡＩは学習推移と最終的な正答
率の関係を学習しており、学習初期
で学習の継続か中断かを判断する

横軸は計算時間

芯材上の壁

中が空洞の壁芯材芯材

ハンマー サーバー スマホ



結果の出ない研究を最後まで温かく見守り、プログラミングの指
導や研究の方向性について相談に乗っていただいた本校科学部顧
問の末谷健志先生に感謝いたします。また、本研究は公益財団法
人武田科学振興財団から助成をいただいています。

開発したプログラムの一部 Processing言語とPython言語

Python言語+TensrFlow+Keras
「学習モデルの構築」

謝辞

打音 を「音紋」に変換 ＡＩをつくるニューラルネットワーク（NN）

Processing言語
周波数解析・音紋グラフ生成

今後の予定

イメージ図

専門家の評価

AIを作成することが必要で、さらに、ハンマーで叩く行為も自動化
できれば人件費を削減することができる、と現職ならではのアドバ
イスをいただいた。

本研究で開発したコンクリートの検査システムの特徴は以下の通
りである。

手軽・・・ハンマーでたたくだけ
安価・・・PC以外では¥3000程度
分かりやすい・・・２軸による表示

周南市役所建設部でしゅうニャン橋守隊の
創設者の方にこのシステムを評価していた
だいた。
すでに実用化されているAIを使った検査シ
ステムはとても費用が高く、市の管理して
いる小規模な橋などでの使用は、機材の規
模が大きく高価であるなどの課題があり普
及してない。しかし、私たちが開発したシ
ステムは安価な上に手軽で、打音検査を専
門としていない職員でも扱えると、機能と
将来性を高く評価していただいた。
実用化には現地でのデータをもとにしてAI

周南市役所建設部
道路課橋梁担当

自治体担当者との事前相談から、
人手が要らないシステムがあれば、
実際の調査での難点である人件費
を削減できる、という意見を頂い
た。現在試作段階であるが、開発
したAIハンマーを小型の車に搭載
し、全て自動で打音検査が行える
ように工夫を加えている。今後も
実用化に向けてさらにブラッシュ
アップしていきたい。

これまでの研究で、学習データの蓄積と効率よくＡＩの性能を
引き上げるシステムを開発できた。これらの特性を生かしつつ、
今後は私たちが住む周南市等の自治体と連携し実地データの取
得をする予定である。



ＡＩをつくる学習データ「音紋」・Deep Learning（深層学習）による学習モデルの生成

◆金属性を判定するＡＩをつくる音紋

金属 非金属

◆つまり度を判定するＡＩをつくる音紋

詰まっている 空っぽ

◆打音から音紋を作成

金属 (metal) 非金属 (nonmetal)

空っぽ (empty)つまっている (full)

ＡＩをつくる学習データ「音紋」

周波数

時
間

7300Hz0Hz

0s

30ms

周波数解析

音の周波数強度をモノクロ
のコントラストで表現し、
さらにその時間変化を表す

学習データを増やしてより実用的なＡＩを実現

コントラスト120% コントラスト83%

元画像のコントラストを変更することで、物体を
叩く強さを変えたのと同様の音紋となる。これを
元画像と合わせてＡＩの学習データとする

コントラストを
ランダムに変更

ＡＩの基幹技術としてDeep Learning（深層学習）を活用する。これにより脳の神経系に似せたニューラルネットワークを用いて、大量の
学習データから特徴量を抽出し、学習モデルを生成することができる。この学習モデルを用いて新たなデータを自動判断するシステム
がＡＩである。本研究では様々な試行の結果、学習に用いる画像として、音波の周波数分布とさらにその時間変化を表す「音紋」を採
用した。また、一般にＡＩの性能は学習データの質と量が大きく影響する。このため、実際に叩いた音から生成した「音紋」の画像を
元にして、コントラストを変更した画像をつくり、学習データに加える。これは、たたく強さを変えたときの「音紋」をシミュレート
していることに相当する。これにより物体を叩く強さの変化によらないより実用的なＡＩを実現した。

周波数解析のみ

シミュレート画像元画像

様々なニューラルネットワークを試して
も正答率の高い学習モデルを得ることが
できない

学習データそのものに情報量が少ないため、た
たき方やたたく場所の違いで少しでも学習した
データから外れると音を正しく判定することが
できない。

時間変化

＋

全520枚

全620枚

そのまま

正答率
22%

正答率
13%

正答率
27%

正答率
35%

正答率
19%

正答率
76%

正答率
88%

正答率
91%

正答率
81%

正答率
82%

様々なニューラルネットワーク試しても、
おおむね80%程度の高い正答率の学習モデル
を得ることができる

学習データそのものに情報が多いことに加えて、
人工的にデータを増加させたため、たたき方やた
たく場所の違いで少々学習したデータから外れて
も音を正しく判定することができる。

物体をたたくことで得られ
る打音のアナログ波形

研究の公開と共有

高校生によるAI研究をもっと拡げたいと考え
ています。本研究で開発したAIのプログラム
(Python)と手順を以下のURLで公開します。

公開

先行研究・参考にしたもの

ＡＩの基幹技術であるDeep Learning (深層学習)はGoogle社のTensorflowおよび
Kerasライブラリを利用している。

https://www.tensorflow.org/tutorials/quickstart/beginner?hl=ja
ＡＩ

従来から打音によるコンクリートの劣化診断の研究は活発であるが、近
年は特にＡＩとの組み合わせが目立つ。打音

本研究ではこれらのライブラリが提供するAPIを活用して「２軸ＡＩ」や
「教師ＡＩ」等を実現している。

「弾性波の伝搬理論に基づく人工知能によるコンクリートの損傷評価シ
ステムの構築」橋本勝史他（京都大学）

「人工知能で構造物の異常音を検知する」産業総合研究所・首都高技術

https://drive.google.com/file/d/1ne0
mp1mXAEjN1I6emIbjRVWt0oFuXmzS/
view?usp=sharing

https://www.tensorflow.org/tutorials/quickstart/beginner?hl=ja

