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(57)【要約】
【課題】人が対象物に近づくことなく長期間に亘って対
象物の振動を検出する。
【解決手段】振動検出システム１は、主装置１１と、振
動検出装置１２とを含む。
振動検出装置１２は、対象物９上または対象物９に近接
して設置される。主装置１１は、対象物９から離れた位
置に配置され、パルス状のレーザ光を走査しつつ対象物
９に照射する。振動検出装置１２は、レーザ光の照射に
より対象物９に生じる振動を検出する。振動検出装置１
２は、検出した振動を電波信号にて主装置１１に送信す
る。振動検出装置１２は発電部を含む。主装置１１から
発電部へのレーザ光の照射により振動検出装置１２に電
力が蓄積される。これにより、人が対象物９に近づくこ
となく長期間に亘って振動検出装置１２は対象物９の振
動を検出することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象物上または対象物に近接して設置され、前記対象物へのレーザ光の照射により前記
対象物に生じる振動を検出する振動検出装置であって、
前記対象物の振動を電気信号に変換する振動検出部と、
前記電気信号を示す電波信号を送出する送信部と、
光を受けることにより前記光を電力に変換し、前記振動検出部および前記送信部に前記
電力を供給する発電部と、
を備えることを特徴とする振動検出装置。
【請求項２】
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請求項１に記載の振動検出装置であって、
前記振動検出部が、ＭＥＭＳマイクロフォンを含むことを特徴とする振動検出装置。
【請求項３】
請求項１または２に記載の振動検出装置であって、
前記発電部が、前記レーザ光を受けて発電を行うことが可能であることを特徴とする振
動検出装置。
【請求項４】
対象物にレーザ光を照射して前記対象物に生じる振動を検出する振動検出システムであ
って、
請求項１ないし３のいずれか１つに記載の振動検出装置と、
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前記レーザ光を出射するレーザと、
前記送信部からの前記電波信号を受信する受信部と、
を備えることを特徴とする振動検出システム。
【請求項５】
請求項４に記載の振動検出システムであって、
前記対象物上の前記レーザ光の照射位置を移動する照射位置移動部をさらに備えること
を特徴とする振動検出システム。
【請求項６】
請求項５に記載の振動検出システムであって、
請求項１ないし３のいずれか１つに記載の他の振動検出装置をさらに備え、
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前記振動検出装置および前記他の振動検出装置が、前記レーザ光の照射可能範囲内に設
置され、
前記振動検出装置および前記他の振動検出装置の前記発電部が、前記レーザ光を受光し
て発電を行うことを特徴とする振動検出システム。
【請求項７】
対象物にレーザ光を照射して前記対象物に生じる振動を検出する振動検出システムであ
って、
請求項１または２に記載の振動検出装置と、
前記レーザ光を出射するレーザと、
前記発電部に向けて前記レーザ光とは波長が異なるレーザ光を出射することにより、前
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記発電部に発電を行わせる他のレーザと、
前記送信部からの前記電波信号を受信する受信部と、
を備えることを特徴とする振動検出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、対象物にレーザ光を照射することにより対象物に生じる振動を検出する技術
に関連する。振動の検出結果は、例えば、対象物における内部損傷の検出に利用される。
【背景技術】
【０００２】
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近年、大型構造物の経年劣化が顕在化してきており、非破壊にてそれらの内部損傷を検
査する様々な手法が提案されている。非破壊検査の一つとして、例えば、特許文献１およ
び２に開示される検査方法では、パルス状のレーザ光を走査しつつ対象物に照射し、対象
物に生じた振動の変化を超音波探触子にて検出することにより、内部損傷が検出される。
【０００３】
また、対象物に生じた振動を、レーザドップラー振動計を用いて非接触にて検出する手
法も提案されている。しかし、レーザドップラー振動計は対象物の表面にて反射した光を
受光して計測を行うため、表面の向きや性状が一様でない対象物に対しては利用困難であ
る。そこで、非特許文献１に示すように、対象物にマイクロフォンを近づけ、対象物の振
動を音波として検出することにより、対象物の表面状態の影響を受けることなく非接触に
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て損傷を検出する技術が提案されている。非特許文献２では、当該技術において複数のマ
イクロフォンを用いることにより、測定精度を向上する手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０−１７５３４０号公報
【特許文献２】特開２０１１−４３４１６号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Atsuya Maeda and Takahiro Hayashi, "Defect Imaging from a Remote

20

Distance by Using Scanning Laser Source Tchnique with Acoustic Microphones", Ma
terials Transactions, The Japan Institute of Metals and Materials, Vol. 59, No.
2 (2018) pp.320‑323
【非特許文献２】前田篤弥、林高弘、「レーザ・シリコンマイクロフォンを用いた薄板内
損傷の非接触画像化」、超音波TECHNO、日本工業出版株式会社、２０１８．５−６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ところで、非特許文献１および２に記載の手法において、マイクロフォンの設置場所に
よっては、マイクロフォンへの電源線を配置することができず、かつ、人が電池交換のた
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めにマイクロフォンに容易に近づけない状況が想定される。この場合、レーザ光の照射に
よる対象物の振動に基づいて長期間に亘って対象物の異常を監視することが困難となる。
【０００７】
本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、人が対象物に近づくことなく長期間に
亘って対象物の振動を検出することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、対象物上または対象物に近接して設置され、前記対象物へのレーザ光の照射
により前記対象物に生じる振動を検出する振動検出装置に向けられている。振動検出装置
は、前記対象物の振動を電気信号に変換する振動検出部と、前記電気信号を示す電波信号
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を送出する送信部と、光を受けることにより前記光を電力に変換し、前記振動検出部およ
び前記送信部に前記電力を供給する発電部とを備える。
【０００９】
好ましくは、前記振動検出部は、ＭＥＭＳマイクロフォンを含む。また、好ましくは、
前記発電部は、前記レーザ光を受けて発電を行うことが可能である。
【００１０】
本発明は、上記振動検出装置を含む振動検出システムにも向けられている。振動検出シ
ステムは、前記レーザ光を出射するレーザと、前記送信部からの前記電波信号を受信する
受信部とをさらに備える。好ましくは、振動検出システムは、前記対象物上の前記レーザ
光の照射位置を移動する照射位置移動部をさらに備える。
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【００１１】
好ましい形態では、振動検出システムでは、前記振動検出装置および他の振動検出装置
が、前記レーザ光の照射可能範囲内に設置され、前記振動検出装置および前記他の振動検
出装置の前記発電部が、前記レーザ光を受光して発電を行う。
【００１２】
振動検出システムの他の好ましい形態では、振動検出システムは、上記振動検出装置と
、前記レーザ光を出射するレーザと、前記発電部に向けて前記レーザ光とは波長が異なる
レーザ光を出射することにより、前記発電部に発電を行わせる他のレーザと、前記送信部
からの前記電波信号を受信する受信部とを備える。
【発明の効果】
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【００１３】
本発明によれば、人が対象物に近づくことなく長期間に亘って対象物の振動を検出する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】振動検出システムを示す図である。
【図２】主装置の構成を示す図である。
【図３】主装置の制御部の機能構成を示す図である。
【図４】振動検出装置の構成を示す図である。
【図５】振動検出装置の一部の構成要素の接続関係を示す図である。
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【図６】振動検出システムの動作の流れを示す図である。
【図７】主装置の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
図１は、本発明の一の実施の形態に係る振動検出システム１を示す図である。振動検出
システム１は、対象物９にパルス状のレーザ光を照射する。以下の説明における「パルス
状のレーザ光」は、連続波レーザを矩形波にて振幅変調することにより得られてもよく、
高周波パルスレーザを矩形波にて振幅変調することにより、実質的にパルス状のバースト
波（すなわち、高周波パルスの集合がパルス状に出力される状態）として得られてもよい
。１つのパルス状の連続波またはバースト波が持続する時間は、１〜１０ｍｓ程度である
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。レーザ光の照射により対象物９に局所的かつ急峻な温度変化が生じ、対象物９に振動が
生じる。振動検出システム１は、レーザ光の照射位置を走査しつつ対象物９に生じる振動
を検出し、検出結果に基づいて対象物９に存在する内部損傷を検出する。図１では、対象
物９がパイプである場合を例示している。パイプ内には流体が流れる。対象物９内におけ
る摩耗による薄肉部やクラック等の損傷の有無が、振動検出システム１により確認される
。
【００１６】
振動検出システム１は、主装置１１と、複数の振動検出装置１２とを含む。複数の振動
検出装置１２は、対象物９上に設置される。振動検出装置１２は、必ずしも対象物９に接
している必要はなく、対象物９に近接して設置されてもよい。例えば、対象物９であるパ
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イプが固定されるフレームや壁に振動検出装置１２が設置されてもよい。対象物９と振動
検出装置１２との間の距離は特に限定されないが、好ましくは、０〜数ｃｍである。主装
置１１は、対象物９から離れて配置され、対象物９にパルス状のレーザ光を照射する。レ
ーザ光の照射により、対象物９に弾性波である振動が生じる。振動検出装置１２は、対象
物９の振動を検出する。検出された振動は、電波信号を利用して振動検出装置１２から主
装置１１に送信される。主装置１１では、レーザ光の照射位置と対象物９の振動との関係
が取得され、損傷の有無を判定する。
【００１７】
本実施の形態では、主装置１１は、自動運転台としての機能を有する。すなわち、主装
置１１は、自ら移動可能である。これにより、主装置１１は広範囲に亘って対象物９にレ

50

(5)

JP 2020‑34319 A 2020.3.5

ーザ光を照射することができる。図１の符号９１ａ，９１ｂは、主装置１１が特定の位置
に配置された状態で、主装置１１がレーザ光を走査しつつ照射する範囲を示す。範囲９１
ａにレーザ光を走査しつつ照射する間に、範囲９１ａと重なる対象物９、すなわち、上側
のパイプ上に配置された３つの振動検出装置１２が振動を検出する。振動検出装置１２か
らの信号を主装置１１が受信することにより、範囲９１ａにおける損傷の有無が確認され
る。同様に、範囲９１ｂにレーザ光を走査しつつ照射する間に、範囲９１ｂと重なる対象
物９、すなわち、下側のパイプ上に配置された３つの振動検出装置１２が振動を検出する
。振動検出装置１２からの信号を主装置１１が受信することにより、範囲９１ｂにおける
損傷の有無が確認される。
【００１８】
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図２は、主装置１１の構成を示す図である。主装置１１は、レーザ光を出射するレーザ
２１と、対象物９上のレーザ光の照射位置を移動する照射位置移動部２２と、振動検出装
置１２からの電波信号を受信する受信部２３と、制御部２４とを含む。レーザ２１は、パ
ルス状のレーザ光を出射する。レーザ光の波長は、例えば、１０９６ｎｍである。対象物
９に振動を生じさせることができるのであれば、様々な波長のレーザ光が利用可能である
。
【００１９】
照射位置移動部２２は、レーザ光の対象物９上の照射位置を二次元に移動、すなわち、
走査する。照射位置移動部２２は、典型的には、２つのガルバノミラーの組合せである。
受信部２３は、本実施の形態では、近距離無線通信規格であるBluetooth（登録商標）を
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利用して、振動検出装置１２から振動の検出結果を取得する。
【００２０】
主装置１１は、車輪１１１を有し、図示省略の駆動源からの駆動力により車輪１１１を
回転させることにより移動する。これにより、主装置１１は、レーザ光を対象物９の様々
な部位に照射することができる。もちろん、主装置１１の位置は固定であってもよく、作
業者により運搬されることにより主装置１１は移動してもい。
【００２１】
図３は、主装置１１の制御部２４の機能構成を示す図である。制御部２４は、コンピュ
ータや専用の電気回路等により構成される。図示を省略するが、制御部２４と、レーザ２
１、照射位置移動部２２および受信部２３との間には、専用のインターフェイスが設けら
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れる。制御部２４は、照射制御部２４１と、測定結果取得部２４２と、比較部２４３と、
記憶部２４４とを含む。照射制御部２４１は、レーザ２１からのレーザ光の出射を制御す
る。本実施の形態では、連続波レーザまたは高周波パルスレーザをパルス状に振幅変調す
る矩形波の周波数（以下、「パルス周波数」という。）は１０ｋＨｚである。好ましくは
、レーザ光のパルス周波数は２０ｋＨｚ以下の可聴域である。レーザ光のパルス周波数は
２０ｋＨｚ以下には限定されないが、後述するように、振動の検出や送信に、可聴域にて
使用される安価な回路を用いる場合は、２０ｋＨｚ以下のパルス状のレーザ光が使用され
る。照射制御部２４１は、照射位置移動部２２を制御することにより、レーザ光の照射位
置を制御する。測定結果取得部２４２は、受信部２３からの信号および照射制御部２４１
からの信号を受けて、照射位置と振動との関係を測定結果として取得する。測定結果取得
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部２４２は、複数の振動検出装置１２による測定結果を合成して最終的な測定結果を取得
する。比較部２４３は、記憶部２４４に予め準備されている参照情報と、最終的な測定結
果とを比較することにより、対象物９に損傷が存在するか否かを判断する。
【００２２】
図４は、振動検出装置１２の構成を示す図である。図５は、振動検出装置１２の一部の
構成要素の接続関係を示す図である。振動検出装置１２は、ケーシング３０１を有し、ケ
ーシング３０１内に主基板３０２が固定される。ケーシング３０１の下面には、磁石３０
３が取り付けられる。磁石３０３が対象物９の磁性体部を吸着することにより、振動検出
装置１２が対象物９に取り付けられる。もちろん、対象物９が磁性体部を有しない場合は
、接着剤や固定具を用いて振動検出装置１２は対象物９に固定される。既述のように、振

50

(6)

JP 2020‑34319 A 2020.3.5

動検出装置１２は対象物９に接する必要はなく、対象物９に近接する位置にて対象物９や
対象物９以外の部材に固定されてもよい。
【００２３】
ケーシング３０１は直方体状であり、上面および４つの側面に発電部３３が取り付けら
れる。ケーシング３０１の大きさは、例えば、一辺が３０ｍｍである。ただし、専用の回
路を設計することにより、コイン状の振動検出装置１２も可能である。発電部３３は、光
を受けることにより当該光を電力に変換する。発電部３３は、いわゆる太陽電池であるが
、振動検出装置１２がトンネルや地下空間等に設置される場合は、後述するように、太陽
光以外の光を利用して発電が行われる。発電部３３をケーシング３０１の５面に設けるこ
とにより、振動検出装置１２に様々な方向から光が照射される場合であっても発電を行う
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ことができる。発電部３３は、ケーシング３０１の５面の全てに設けられる必要はない。
ケーシング３０１の形状も直方体には限定されない。発電部３３はケーシング３０１の表
面上に固定される必要はなく、例えば、発電部３３の端部がヒンジ等の向き変更構造を介
してケーシング３０１に結合され、発電部３３の向きが変更可能とされてもよい。これに
より、振動検出装置１２の設置後に後述のレーザ光や他の光を発電部３３が効率よく受光
することができる。
【００２４】
主基板３０２上には、振動検出部３１と、送信部３２と、蓄電部３４とが設けられる。
蓄電部３４としては様々な二次電池が利用可能である。本実施の形態では、蓄電部３４と
して、電気二重層コンデンサであるスーパーキャパシタが利用される。図５に示すように
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、蓄電部３４は、図示省略の充電回路を介して発電部３３からの電力を蓄積する。蓄電部
３４からの電力は、図示省略の電圧安定回路を介して主基板３０２上の振動検出部３１お
よび送信部３２等の様々な回路に供給される。すなわち、発電部３３は、振動検出部３１
および送信部３２に間接的に電力を供給する。
【００２５】
図４に示すように、ケーシング３０１の対象物９と対向する面には、開口３１０が設け
られる。図４では、１つの開口３１０のみを描いているが、実際には、紙面に垂直な方向
に離れて２つの開口３１０が設けられる。ケーシング３０１内には、開口３１０に対向す
る位置に振動検出部３１が配置される。振動検出部３１は、２つの開口３１０にそれぞれ
対向する２つのＭＥＭＳマイクロフォン３１１を含む。２つのＭＥＭＳマイクロフォン３
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１１は、紙面に垂直な方向に離れて配置される。換言すれば、振動検出部３１は、２チャ
ンネルのマイクロフォンを含む。振動検出部３１は、１チャンネルまたは３チャンネル以
上のマイクロフォンでもよい。
【００２６】
ＭＥＭＳマイクロフォン３１１は、Micro‑Electrical‑Mechanical Systemsの技術を利
用したシリコンマイクロフォンである。ＭＥＭＳマイクロフォン３１１は、音波を受けて
振動する薄膜であるメンブレンを有し、メンブレンの振動による静電容量の変化を電気信
号に変換する。ＭＥＭＳマイクロフォン３１１としては、２０ｋＨｚ以下の音波を取得す
る通常のマイクロフォンが使用される。ＭＥＭＳマイクロフォン３１１として、２０ｋＨ
ｚ以上の超音波も取得できるものが採用されてもよい。
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【００２７】
なお、振動検出部３１として、他の機構が採用されてもよい。例えば、対象物９に探針
を接触させ、探針の振動が電気信号に変換されてもよい。振動検出部３１としては、対象
物９の振動を電気信号に変換する様々な構成が採用可能である。
【００２８】
図５に示すように、送信部３２は、振動検出部３１からの電気信号を受けて、当該電気
信号を示す電波信号を送出する。既述のように、本実施の形態では、Bluetoothの技術を
用いて振動を示す信号が送出される。ＭＥＭＳマイクロフォン３１１およびBluetoothを
利用することにより、民生品用として入手可能なオーディオ用の回路を用いて２チャンネ
ルの信号を容易に送出することができる。その結果、振動検出装置１２の製造コストを削
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減することができる。
【００２９】
図６は、振動検出システム１の動作の流れを示す図である。振動検出装置１２が太陽光
や照明光が照射される場所に配置される場合、蓄電部３４は常に充電された状態になって
いる。換言すれば、振動検出装置１２は常に能動化されている。一方、振動検出装置１２
がトンネルや地下空間等の暗所に設置される場合、発電部３３として、レーザ２１からの
レーザ光を受けて発電を行うことが可能であるものが利用される。制御部２４が照射位置
移動部２２を制御することにより、主装置１１から振動検出装置１２の発電部３３にレー
ザ光が一定時間照射される。これにより、蓄電部３４に電力が蓄積され、振動検出装置１
２が能動化される（ステップＳ１１）。
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【００３０】
次に、主装置１１から対象物９に向かってパルス状のレーザ光が照射され、対象物９に
振動が生じる。また、レーザ光の照射位置は予め定められた領域内で走査される。振動は
振動検出装置１２の位置まで対象物９内を伝搬する。振動検出装置１２の振動検出部３１
は、対象物９から空気中に漏れ出す振動を検出する。検出された振動は、送信部３２から
電波信号として送出され、主装置１１の受信部２３にて受信される（ステップＳ１２）。
【００３１】
主装置１１では、振動検出装置１２毎に、照射位置と振動との関係を測定結果として取
得する。１つの振動検出装置１２は２つのＭＥＭＳマイクロフォン３１１を有するため、
２つのＭＥＭＳマイクロフォン３１１の信号の平均を用いて１つの振動検出装置１２の測
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定結果が取得される。これにより、ノイズが低減される。さらに、複数の振動検出装置１
２による複数の測定結果を合成して、最終的な測定結果を取得する。測定結果は様々な手
法にて合成されてよい。合成には、例えば、重み付け平均が利用される。
【００３２】
既述のように、比較部２４３は、記憶部２４４内の参照情報と測定結果とを比較するこ
とにより、対象物９に損傷が存在するか否かを判断する（ステップＳ１３）。具体的には
、比較部２４３は、対象物９上の各位置にレーザ光を照射した際に生じる振動のスペクト
ルのうち、レーザ光のパルス周波数に対応する部位の振幅が、参照情報が示す値や周囲か
ら得られる振幅から大きく相違する場合に損傷が存在すると判断する。対象物９がパイプ
の場合、減肉や応力腐食割れ等の損傷が検出される。
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【００３３】
振動検出システム１では、振動検出装置１２の電池交換が不要であるため、人が対象物
９に近づくことなく長期間に亘って対象物９の振動を検出して内部損傷の検査を行うこと
ができる。また、振動検出装置１２は、一旦設置された後は放置されてよいため、人が容
易に近づくことができない場所に振動検出装置１２を設置することもできる。振動検出装
置１２の位置は前回の測定時の位置と完全に一致するため、損傷検出を正確に行うことが
できる。さらに、主装置１１を自動運転台に設けることにより、プラントや設備等におけ
る定期的な検査を無人で自動的に行うことも可能となる。これにより、プラントや設備の
信頼性および健全性が向上し、独自ルールの検査作業の緩和や検査を定める法令の見直し
にも貢献することができる。
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【００３４】
振動検出システム１では、レーザ光を利用するため、主装置１１が１つの場所に配置さ
れた状態で、広範囲に存在する複数の振動検出装置１２と通信が行われることが好ましい
。例えば、図１に示す主装置１１の配置において、６個の振動検出装置１２がレーザ光の
照射可能範囲内に位置し、主装置１１がレーザ光を用いて６個の振動検出装置１２の発電
を行って振動検出装置１２を能動化させてから、範囲９１ａ，９１ｂにおける損傷の検出
作業が行われることが好ましい。一般的に表現すれば、複数の振動検出装置１２がレーザ
光の照射可能範囲内に設置され、レーザ２１および照射位置移動部２２を利用して、これ
らの発電部３３がレーザ光を受光して発電を実行することが好ましい。
【００３５】
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図７は主装置１１の構成の他の例を示す図である。図７の主装置１１は、図３に示す構
成に発電用レーザ２１ａが追加されたものである。他の構成要素および動作は図３と同様
である。照射位置移動部２２は、発電用レーザ２１ａの照射位置の移動にも利用される。
【００３６】
図７の主装置１１は、レーザ２１からのレーザ光の波長が、発電部３３による発電に適
さない場合に採用される。レーザ２１からのレーザ光は対象物９に振動を生じさせるため
のみに利用される。一方、発電用レーザ２１ａからのレーザ光の波長は、レーザ２１から
のレーザ光の波長と異なる。発電用レーザ２１ａからのレーザ光は、発電部３３に照射さ
れ、発電部３３での発電のみに利用される。これにより、対象物９における振動の発生と
、発電部３３による発電とを効率よく行うことができる。
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【００３７】
なお、主装置１１にもう１つの照射位置移動部が追加され、この照射位置移動部が発電
用レーザ２１ａの照射位置の移動に利用される場合、対象物９に振動を発生させる間、常
に、発電用レーザ２１ａから発電部３３にレーザ光を照射することも可能となる。この場
合、振動検出装置１２から蓄電部３４を省くことも可能である。これにより、振動検出装
置１２の製造コストを削減することができる。
【００３８】
図３に示す主装置１１は、発電用レーザ２１ａを有しないため、図７の場合に比べて構
造を簡素化することができる。一方、図７に示す主装置１１では、対象物９にて振動を発
生させるためのレーザ光の波長が発電に適さない場合であっても、遠隔から振動検出装置
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１２にエネルギーを供給することができる。
【００３９】
上記振動検出システム１では、様々な変更が可能である。
【００４０】
発電部３３は、いわゆる太陽電池には限定されず、光エネルギーを電力に変換すること
ができるのであれば、様々な他のデバイスが利用されてよい。例えば、発電部３３として
フォトダイオードが採用されてもよい。蓄電部３４としては、電力を蓄積することができ
るのであれば、様々な二次電池が採用可能である。
【００４１】
Bluetooth技術による送信距離が不十分である場合、送信部３２として、例えば、アナ
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ログＦＭトランスミッターを採用することも可能である。これにより、安価に長距離を送
信することができる。
【００４２】
照射位置移動部２２は、レーザ光を走査することができるのであれば、他の様々なデバ
イスが利用されてよい。例えば、ポリゴンミラーやＭＥＭＳを利用した走査デバイスが採
用されてもよい。上記実施の形態では、レーザ光の照射位置は二次元に走査されるが、走
査は一次元のみであってもよい。さらには、レーザ光の照射位置が走査されない場合であ
っても、レーザ光が照射される位置から発生する振動の経時変化を測定することにより、
その位置での損傷の発生を検出することが可能である。すなわち、レーザ光を走査させな
い振動検出システム１も可能である。
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【００４３】
測定結果と比較される参照情報は、好ましくは、振動検出装置１２が対象物９に設置さ
れた直後に測定を行って取得されたもの、すなわち、損傷が存在しない場合の振動を示す
情報である。しかし、参照情報としては他の様々なものが採用可能である。例えば、測定
を一定期間ごとに行い、前回の測定結果を参照情報として利用してもよい。さらに、過去
に取得した測定結果の全てを参照情報として利用してもよい。参照情報として、損傷が存
在する場合に得られると予想される情報が準備されてもよい。
【００４４】
振動検出システム１は、薄肉の金属部材における損傷検出に適している。また、レーザ
光による発電を行う場合は、トンネルや地下空間等の暗所における損傷検出に適している
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。検出される損傷は、パイプやタンク等の板状の金属部材における浸食や亀裂には限定さ
れず、溶接部分の腐食や亀裂の検出にも利用可能である。さらに、対象物９は、金属には
限定されず、様々な構造物が検査対象となり得る。例えば、橋梁床板、トンネル内壁等の
鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル等における亀裂、剥離等の検査に利用可能である。振
動検出システム１は、近年問題となっている老朽化した大型構造物の信頼性向上にも役立
てることができる。
【００４５】
上記実施の形態および各変形例における構成は、相互に矛盾しない限り適宜組み合わさ
れてよい。
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【産業上の利用可能性】
【００４６】
本発明は、様々な対象物における損傷の検査に利用することができる。
【符号の説明】
【００４７】
１

振動検出システム

９

対象物

１２

振動検出装置

２１

レーザ

２１ａ

発電用レーザ

２２

照射位置移動部

２３

受信部

３１

振動検出部

３２

送信部

３３

発電部

【図１】
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【図３】

【図４】
【図２】
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【図６】

【図７】
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