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赤外線サーモグラフィ（パッシブ法）によるコンクリート表面付近の浮きの検出方法は，これまで日射

の影響を受けない地下鉄トンネルで適用された事例が無い． 本研究では，赤外線熱計測による地下鉄覆

工コンクリートの浮きの検出を実務レベルで行える手法を研究開発した．まず，供用中の箱形トンネル及

びシールドトンネルで，浮きを検出できる温度条件等を分析した．次に，箱形トンネルで浮きの検出を行

い，検出の精度，外気温とトンネル内温度環境の関係を整理する事により，外気温を基に赤外線熱計測実

施可能日を特定する方法を開発した．さらに，同一区間において，赤外線熱計測を実施すると共に別途綿

密な全面打音検査を実施し，これらと鉄道構造物等維持管理標準に基づく特別全般検査結果とを比較し，

赤外線熱計測の有効性を検証した． 

 

     Key Words : nondestructive inspection, infrared thermometry, tunnel decking concrete, void, flaking, 
maintenance 

 

 
1. はじめに 

 

地下鉄トンネルの維持管理においてコンクリートの

「はく落」は，列車運行の安全を確保する上で大きな問

題である．地下鉄トンネルにおけるはく落の主な原因は，

躯体内部の鉄筋等の鋼材が中性化や漏水等により腐食膨

張し，かぶり部分のコンクリートが押し出されることと

考えられる．すなわち，はく落は「浮き」や「はく離」

から進展して発生すると考えられるので，地下鉄トンネ

ルの維持管理においては，はく落に至る前の「浮き・は

く離」を正確に検知する技術が求められている．特に，

本研究で対象とする「浮き」は，鉄筋のかぶり不足の箇

所等，コンクリート表面付近に存在し，ひび割れが確認

できない，将来はく落の恐れのある空隙部をいう．また，

「はく離」は，コンクリート表面に対して鋭角なひび割

れで発生し，直角に近いひび割れでは生じない．このた

め「浮き・はく離」は，コンクリート表面のひび割れの

目視のみでは，検出することが難しい（図-1）．このこ

とから，現在，「浮き・はく離」の検出は，検査員によ

る打音検査を主体に行われている． 

鉄道トンネルでは，2年に1度の徒歩による目視主体の

通常全般検査と20年に1度の近接目視及び必要に応じた

打音検査主体の特別全般検査の実施が義務付けられてい

る1)．たとえば，東京地下鉄(株)が所管するある路線にお
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図-1 浮き・はく離の概念 

いて，通常全般検査結果をもとに，浮き92箇所，はく離

427箇所の変状検知箇所について管理していたところに

対して，20年に一度の特別全般検査を実施したところ，

軽微なものを含めて，新たに浮き1735箇所，はく離

16875箇所が確認された例がある2)（図-2）．このことか

ら，浮きやはく離の正確な検知には，特別全般検査にお

ける近接目視及び打音検査が重要であることが確認でき

る．  

 しかし，打音検査においては，[1]検査員が構造物を直

接打音することから点検速度に限界がある，[2]高所作

業車両や仮設足場が必要である，[3]全面積の打音は非

常に時間と手間を要することから，過去のデータと検査

者の判断で必要と思われる箇所を打音している．このた

め，検査員の経験や能力の違いで見落としや打音もれ等，

結果にバラツキが生じる，[4]結果についてデータ整理

や図化作業が煩雑になる，等の課題がある． 

また，近い将来地下鉄トンネル構造物の経年増加によ

り点検の必要性が高まる一方で，少子化・高齢化等によ

り夜間の検査要員確保が課題となることが予測される中，

的確さを保ったまま効率的なトンネル変状箇所の検出が

今後必須となる． 

以上のようなことを背景として，本研究は地下鉄トン

ネル覆工コンクリートの赤外線熱計測と綿密な打音検査

結果をもとに浮き・はく離を，非破壊・非接触で効率的

に検出できる検査方法（以下，赤外線法）を検討すると

ともに，地下鉄トンネルの維持管理に確実に適用できる

手法について考察したものである．なお，打音検査場所

を選定する際の目視では「はく離」は選定が可能である 

 

が，「浮き」は選定が困難である．一方，赤外線法では

「浮き」と「はく離」を区別することが困難であり，赤

外線法で検出された箇所は，実際に現地で目視及び打音

検査で確認することを前提としているので，以後，本論

文では簡単のために「浮き」と記述する．  

 
 
2. 赤外線法に関する既往の研究 
 
赤外線法とは，測定対象を赤外線カメラで測定し，熱

画像として表示することで，健全部と浮きのある部分の

温度差と，温度差の生じている範囲から，浮きを検出す

る手法である．熱画像では，浮きがある場合は，その背

面に空気層が介在するため，健全部に比べて温度変化を

受けやすく，表面の温度差として表示される変温部を特

定できる．図-3は，気温がコンクリート温度より低い場

合を示したものである． 

赤外線法によるコンクリートの浮きの検査手法には，

コンクリートを強制的に加熱するアクティブ法と，強制

加熱を行わないパッシブ法がある．過去にはアクティブ

法による研究が進められてきた．一方，近年赤外線サー

モグラフィ（以下，赤外線カメラ）の性能が飛躍的に向

上したため，温度変化が小さい箇所においても浮きを検

出できる可能性が高くなっており，強制加熱しないパッ

シブ法も用いられるようになってきている． 

 
(1) 赤外線アクティブ法 

 赤外線アクティブ法は，人工熱源を利用して強制的に

コンクリート表面を加熱し，浮き部分を判断する方法で

ある．たとえば，田中他は，高架橋を対象として赤外線

アクティブ法によるコンクリートの浮き検出の研究を行

っている3)．   

また，地下鉄トンネルにおいては，過去にハロゲンラ

ンプや遠赤外線照射を用いたトンネル検査装置を開発し，

コンクリートの浮き・はく離を検出し，赤外線アクティ

ブ法と可視画像の組合せにより赤外線アクティブ法によ

る浮き検出精度を高める取り組みが行われている4）． 

図-2 特別全般検査と通常全般検査変状検知数の比較 

 

図-3 浮きの測定原理 
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しかし，地下鉄トンネルにおける赤外線アクティブ法

は，加熱・冷却に時間を要するため，検査速度が 2km/h，

かつ測定幅が2m/回と非効率であり，かつ設備が大型に

なるため，検査費用及びメンテナンス費用が高額であっ

た．これらの理由により，現在はトンネル検査車を用い

た赤外線アクティブ法による検査は実施されていない．  

 

(2) 赤外線パッシブ法 

赤外線パッシブ法とは，測定対象物の表面温度を強制

的な加熱や冷却をすることなく自然状態で測定するもの

である．計測対象部を強制加熱するアクティブ法と比べ

て，装置も少なく，計測時間も短くできる．  

たとえば，中村らは，赤外線パッシブ法を適用した鉄

筋腐食膨張圧模型実験結果をもとに，温度環境係数を利

用したコンクリート表面からのはく落予測手法を提案し

ている5)．具体的には，室内の温度よりコンクリート供

試体の温度を約3.0℃高く保った条件の下，赤外線熱計

測を実施し，はく落部と健全部の温度差（はく落部温度

差）と室内温度と供試体温度の差（測定温度環境）の間

には，比例関係があることを明らかにした．また，鉄筋

の腐食が進行するにつれて，この比例関係の勾配が大き

くなること等から，はく落危険度を，（はく落部温度

差）/（測定温度環境）の関係を用いて定量的な予測を

行っている． 

また，橋本らは，コンクリート部材厚が比較的薄い箱

桁橋，鋼橋のコンクリート床版に着目し，橋種別におい

て日射量の影響によるコンクリート部材内部の温度分布

の関係等を整理し，赤外線パッシブ法を現地で実施する

場合に適した調査時間帯や，赤外線パッシブ法における

留意点を示している6)．また，30cm未満の部材厚では，

日射が計測対象面に直接照らされるときには，浮き・は

く離部は高温で検出され，逆に裏側から照らされるとき

には低温で検出されることを明らかにしている． 

トンネルにおいては，これまで日射の影響を受けない

ため，赤外線パッシブ法による浮きの検出は困難とされ

ていた．これに対し，清水らは地上部高速道路トンネル

の覆工コンクリートにおいて，量子型カメラを用いて計

測を実施した後，打音検査の結果と比較し，その有効性

を検証している7),8)． 

検出の信頼性について，赤外線パッシブ法で検出され

た浮きと思われる変温部のうち，実際にはコンクリート

が浮いていなかった箇所（過検出）が多ければ，実用化

の際に非効率になることから，検出精度を落とさない範

囲で過検出を極力少なくすることが望ましい．たとえば，

林らは，過検出（誤検出）について，熱画像のフィルタ

ー処理を行い，統計処理を行う事により，浮き・剥離で

ある損傷確率を算出している9)． 

一方，地上トンネルでの有効性が検証された例はある

が，地下鉄トンネル内では，一日の気温変化が期待でき

る地上の構造物とは異なり，更に一日の気温変化が少な

い10)．このため，地下鉄トンネルでは，赤外線パッシブ

法での計測には適していないと考えられていた．従って，

通常全般検査，及び特別全般検査の結果と比較をし，赤

外線パッシブ法の精度を検証した事例も無かった． 

 

 

3. 本研究の概要 
 
本研究は，地下鉄トンネルの検査と維持管理における

赤外線パッシブ法の実用化を目的に行ったものである．

なお，以下，「赤外線法」とは赤外線パッシブ法のこと

を意味することとする． 

地下鉄トンネルでは，日中の列車運行による発熱等に

よりトンネル坑内温度が上昇し，列車運行が終了した後

は，トンネル坑内温度が下がるという特徴がある11)．こ

のトンネル坑内気温の変化を利用し，近年性能が向上し

た赤外線カメラにより，トンネル覆工表面の微小な温度

変化を捉えて浮きを検出することが可能であると考えら

れた．  

さらに，赤外線法では，強制過熱を行わないため，計

測に要する時間が短く，軌道上を走行撮影する比較的簡

易な装置を用いることで夜間の線路閉鎖時間内（終電か

ら始発までの送電が停止されている時間帯，以下，線閉

時間）に効率的に検査を行うことが可能である． 

具体的には，研究の第一段階として地下鉄トンネルに

おいて，通年の温度計測，夜間の線閉時間での赤外線法

による浮きの検出を行い，打音検査等との比較により，

赤外線法の検出精度の確認や検出が可能になる温度条件

の分析を行った．その上で，外気温と地下鉄トンネル内

の温度環境を分析し，外気温から赤外線法の計測可能日

を推定する方法を検討した．  

また，近接目視と打音検査による特別全般検査は，通

常全般検査との比較で有効性は明らかにされているが，

地下鉄トンネルにおいて赤外線法と特別全般検査の結果

を比較した事例は無かった．本研究の第二段階として，

地下鉄トンネルの特定区間において，赤外線法による計

測を実施したのちに，特別全般検査よりも更に詳細な全

面打音検査を実施し，その結果と赤外線法及び特別全般

検査の結果とを比較し，分析した． 

 一方，実務上では，赤外線法で浮きと判断されたが，

実際は浮きではないという過検出が課題となることから，

過検出の抽出方法についても検討し，地下鉄トンネルに

おける赤外線法を用いた浮きの検出方法及び維持管理へ

の適用方法について考察，提案を試みた． 
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4. 赤外線法の適用可能性に関する検討 

 
(1) 調査概要 

赤外線法で地下鉄トンネルのコンクリート覆工の浮き

を検出し維持管理の実務に適用するためには，以下の要

件が必要だと考えられる． 

・ トンネル坑内の温度環境の変化によって，健全部に

対して浮き部が変温部として検出できる環境条件を

確認する． 

・ 浮きによる変温部の状態（温度差，範囲）や，変温

部が生じる環境条件（温度，時刻，場所等）を把握

する． 

・ 浮きによる変温部を検出するために必要な性能（温

度分解能，解像度）を有する機器を使用する．  

 このことを調査し確認するために，まず箱型開削トン

ネル，次に中子型セグメント単線シールドトンネルを対

象に，次の手順で調査を進めた．  

・ 調査対象全線の熱画像撮影および選定地点の坑内

の気温，コンクリート表面温度を連続測定し，ト

ンネル坑内の温度環境の変化を分析し把握する． 

・ 選定地点における線閉時間内における季節毎の熱

画像撮影および熱画像定点観測を行い，浮きの検

出が可能な温度環境を分析し把握する． 

・ 選定地点において打音検査との検出精度を比較す

ることで，赤外線法による浮き検出精度を確認す

る． 

 これにより，地下鉄トンネル内においても，赤外線法

でコンクリートの浮き・はく離が検出できることを確認

し，赤外線法による浮き・はく離の検出に適した温度条

件を整理することにした．  

 

(2) 箱型開削トンネル12) 

a) 対象構造と調査位置 

開削工法で施工された営業路線の鉄筋コンクリート構 

造の箱型トンネル約2kmの範囲において調査を行った．

対象構造物の縦断面図，横断面図，及び地質柱状図を図

-4に示す．トンネル坑内温度環境を把握するために，温

度計を図中の「温度T1」から「温度T10」までの10地点

の中柱（軌道面から1.5m～2.0mの高さ）に設置し，No.1

からNo.13までの13地点において季節毎の熱画像撮影を

実施した．なお，温度T1，T2の箇所については，3径間

トンネルであるため，横断面上では中柱が2本あること

から，縦断面上では同一箇所にT1，T2の2つの温度計設

置の表示としている． 

また，図中で換気口の表記について，たとえば「A」

とは換気口がA線側，「B」とは換気口がB線側に設置さ

れていることを表している． 

b) 調査手法 

イ) トンネル坑内温度環境変化の把握 

約1年間，10分間隔でトンネル坑内温度の測定を

実施した． 

ロ) 赤外線法による熱画像撮影 

13地点で，2013年10月，11月，2014年2月，8月に

熱画像撮影を実施し，上記イ)と合わせて，トン

ネル坑内温度の変化が赤外線法の浮き検出率に 

性 能 
電子シャッター速度 9μm～ 

フレーム速度 最高 125Hz（可変） 

画素数 横 640×縦 512 

視野角（標準 25mmレンズ） 横 35.5°×縦 28.7° 

解像度（標準 25mmレンズ） 直交 10mで 1cm 

測定温度範囲 －10℃～＋350℃ 
最小検出温度 0.018℃ 

動作温度範囲 －40℃～＋55℃ 

重量 4.5kg 

 

図-4 箱型トンネルの調査位置（縦断面図及び横断面図）及び地質柱状図 

表-1 赤外線カメラ性能 
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与える影響を分析した． 

赤外線カメラは検出素子の動作原理の違いによ

り量子型カメラと熱型カメラの2種類に大別され

る．一般に測定波長が短波長帯の量子型カメラ

は太陽反射や日なたと日陰の混在によるノイズ

の影響を受けやすいことから夜間撮影で用いら

れる傾向にあること，長波長帯の熱型カメラに

比較して検出精度が高い傾向にある5)．このため，

地下鉄トンネルにおいては，表-1に示す性能を有

する量子型カメラを使用した． 

ハ) 打音検査結果との比較 

13地点において，打音検査を行い，赤外線法によ

る浮きの検出結果との整合性を調査した． 

c) 箱型開削トンネルにおける調査結果 

 図-5は，調査結果の一例であり，可視画像，赤外線画

像と打音検査による調査結果を比較したものである．赤

の点線で示された打音検査により浮きと判定した箇所と，

黒く塗りつぶされた赤外線法で浮きと判断した箇所がほ

ぼ一致している．  

なお，熱画像でコンクリート表面温度差（以下，浮き

温度）が0.03℃以上の箇所を浮きと仮定した．このこと

から赤外線法により，浮きを温度差として検出できるこ

とが分かった．  

各13地点で，打音検査により確認された浮きの数に対

して，赤外線法で検出が出来ていた割合（以下，検出

率）は全体で52%であったが，地点によりかなりのバラ

ツキがあった（図-6）．No. 11については，赤外線法で

も打音検査でも浮きが検出されなかった箇所である． 

 

これは，坑内温度が外気温の影響を受けやすい換気口

に近い距離の調査地点ではトンネル坑内の温度変化幅が

大きく，検出しやすいことや，浮きの程度（ランク）の

差により検出率が異なるためと考えられる．なお，坑内

温度は各地点違っており，換気口に近い温度計T6, T8は

日較差が大きく，換気口から遠いT3, T4, T5は日較差が小

さかった11)． 

 図-7は打音検査で浮きと判定された各箇所について，

横軸に各計測時期における「トンネル坑内温度と健全部

のコンクリー表面温度の差（以下，環境温度）」，縦軸

に赤外線法での浮き検出率を示している．このことから，

赤外線法による検出率には，トンネル内環境温度が影響

することが分かった．コンクリート表面の温度が，トン

ネル坑内温度に比べて高い場合（以下，放熱環境）の方

が検出しやすく，その絶対値が0.35℃以上で浮き面積が

10✕10cmを超えると，コンクリートの浮き部と健全部

の温度差が顕著となって検出しやすいことが分かった．  

 また，図-8は11月25日に放熱環境下において，赤外線

カメラで浮き部を定点撮影した一例である．環境温度が

0.2℃程度から浮き部が確認できるようになり，0.35℃以

上では浮き部が鮮明になることが確認できた． 

 

(3) 中子型単線シールドトンネル13) 

箱型開削トンネルで得られた知見をもとに，赤外線法

のシールドトンネルにおける適用可能性を検討した．具

体的には，赤外線法の検出率に対して浮きの程度（ラン

図-5 赤外線画像および打音検査との比較 

図-6 調査地点毎の赤外線法の検出率 

図-7 環境温度による浮きの検出率 

図-8 環境温度毎による浮きの赤外線画像例 
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ク）の概念を導入し，ランク毎の検出率を整理した． 

a) 対象構造と調査位置 

 図-9に調査箇所と赤外線法による計測の範囲と，駅構

築付近の地質柱状図を示す．駅部に隣接した中子型セグ

メントの単線シールドトンネル延長約100mを対象範囲

とした．また，計測の範囲は，コンクリートが剥落した

場合に列車の安全運行に影響を及ぼしやすいスプリング

ラインより上部とした． 

b) 調査手法 

箱形開削トンネルと同様に，トンネル坑内温度環境の

把握を行うとともに，2014年8月，11月，2015年1月の3

回赤外線画像撮影を実施した． 

 また，調査区間において打音検査を実施し，赤外線法

で確認された浮きとを比較した．箱型開削トンネルで赤

外線法での検出精度のバラツキは，地点毎の環境温度の

他に，浮きの程度（以下，ランク）が影響しているとの

仮説から，打音検査においては，濁音の程度により，A

（濁音が比較的大きく，剥落に進展する恐れがある），

B（濁音が中程度で，将来Aに進展する恐れがある），C

（濁音が小さく，剥落の恐れが無い）の3段階にランク 

 

を分けた． 

c) 中子型単線シールドトンネルにおける調査結果 

 図-10は，線閉時間帯においてトンネル坑内が放熱環

境になり，かつ環境温度が0.35℃以上になる日数の月毎

の割合を示したものである．外気温が下がる11月から2

月の間にこのような理想的な環境になる日が多いことが

確認された． 

また表-2は，8月，11月，1月のそれぞれの計測におい

て，ランク毎の浮き検出率を示したものである．シール

ドトンネルにおいても箱型開削トンネルと同様に，赤外

線法により浮き部を温度差として検出できること，また

トンネル坑内温度が理想的な環境になる11月，1月にお

いて，より検出率が上がることを確認した．また，11月，

1月では，浮きのランクAランクBについては，検出率が

95〜100%であり，適切な時期に計測すれば，はく落に

進行する可能性のある浮きは，ほぼ検出できることが分

かった．また，未検出の多くは浮きのランクCであった．

なお，図-11はランクA箇所の調査結果の一例であり，

鉄筋の腐食が確認されたことから，浮きの原因が鉄筋腐 

 

表-2 赤外線法による打音判定のランク別検出率 

図-9 赤外線法による計測範囲及び地質柱状図 
図-11 打音A判定状況（はつり後） 

図-10 月毎のトンネル坑内理想環境の割合 
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食であったことが確認された．  

 一方，赤外線法で温度差が確認出来た箇所において，

実際には打音検査で浮きが確認されない箇所も存在した．

このような「過検出」は，表-3に示すように8月では箇

所数で全検出箇所の70％であったものが，11月，1月の

検査結果ではその割合が減少するが41%であった．また，

赤外線法で浮きと判断した箇所の総面積に対して，実際

に過検出であった箇所の面積の割合は，8月では47%で

あったが，同様に1月では22%であった．この時，遊離

石灰等の付着物が変温部として赤外線法で検出されてい

たことから，面積の小さな変温部の除外や，可視画像を

用いて付着物の存在する箇所を除外することが必要であ

ることが確認できた． 

 

(4) 赤外線法の適用可能性について 

以上述べたように，日射の影響を受けない地下鉄トン

ネルにおいて，列車運行中のトンネル坑内温度と列車運

行停止後のトンネル坑内温度の差を利用し，赤外線法

（パッシブ法）により，列車運行の安全性に影響を与え

る可能性のある浮きについて，検出が可能であることを

確認した．得られた知見を以下に示す． 

イ) トンネル坑内温度が，健全部のコンクリートの表面

温度より低い場合（放熱環境）で，その絶対値が

0.35℃以上，さらに，浮きの大きさが10cm×10cm以

上の場合に検出率が高い． 

ロ) 線閉時間内（1:00から4:00の間）に上記イ)の条件を

満たす季節は，11月から翌年2月頃である． 

ハ) トンネル内の地点，部位によって，検出精度にバラ

ツキが存在するものの，浮きをランク分けした場合，

打音判定A，Bについては，95%以上の精度で検出が

可能である． 

 一方，実用化に向けて，下記のような課題があること

が分かった． 

イ) 気温変化は年によりバラツキがあるので，大凡の月

ではなく，更に詳細にトンネル坑内の温度環境を把

握し赤外線法の計測可能日を予測する必要がある． 

ロ) 特別全般検査等，実務上で行っている検査と比較し

て充分な精度を担保していることを確認する必要が

ある． 

ハ) 過検出の低減と維持管理の実務への導入方法の検討

が必要である． 

 

 

5. 赤外線法の実用化に向けての調査 

  
(1) 調査概要 

 赤外線法の地下鉄トンネル維持管理業務への実用化に

向けて，まずは赤外線法による熱画像を撮影する日程の

決定方法の効率化を検討した．線閉時間の地下鉄トンネ

ル内では，トンネル保守の他，線路や電気設備等の保守

作業が日々行われている．そのため，撮影日程を予め決

定し，事前に作業登録をする事が必要である．これまで，

赤外線法での計測に適した環境は11月～2月としてきた

が，気温は毎年同じように変化するとは限らないことか

ら，特に初期の10・11月頃，及び終期の2月頃において

は，更に詳細に赤外線法の計測日程を決定する必要があ

ると考えられる．  

 このために，トンネル内複数箇所に温度計を設置し，

常時測定して，4.で確認した適切な環境温度条件をモニ

タリングする方法が考えられるが，常時環境温度を計測

し続けることは非効率である．簡易にトンネル坑内の環

境温度を予測するために，アメダス等により公表された

地上の大気温（以下，外気温）とトンネル坑内温度環境

の関係を調査し，赤外線法の適用可能日を外気温の閾値

を設けることで決定出来ないかを検討した． 

次に，赤外線法が特別全般検査等の実務上の検査と比

較して，充分な精度を有しているかを検証した．1.で述

べた通り，浮きの検知には目視による通常全般検査より，

近接目視及び打音検査を行う特別全般検査が有効である．

しかしその一方，特別全般検査は，地下鉄が営業してい

ない夜間の，送電が停止されているごく限られた時間に

行わなければならない．このため，打音を行う箇所は，

トンネル覆工全面積を細かく打音するのではなく，過去

のデータと検査者の判断で必要と思われる箇所を打音し

ているのが現状であり，検査員の経験や能力の違いで見

落としや打音検査もれ等，結果にバラツキが生じること

がある． 

特別全般検査で検出ができていない浮きを，赤外線法

で検出することが可能であれば，その有効性が実証され，

地下鉄列車の更なる安全運行に寄与できると考えられる．

このために，直近で特別全般検査が終了した地下鉄トン

ネルの特定区間において，全面打音検査（以下，全面打

音）を実施し，その区間内の全ての浮きを詳細に把握し，

表-3 過検出の状況 
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この結果と特別全般検査で把握している浮きの箇所，及

び赤外線法で検出された浮きの箇所とを照合した． 

さらに，赤外線法ではコンクリート表面の様々な条件

（遊離石灰，漏水等）から，実際には浮いていない過検

出箇所も温度変化として現れる．これらの過検出箇所に

ついて，その特性を分析し，過検出箇所の抽出による低

減方法を検討した． 

 

(2) トンネル坑内の環境温度の予測 

a) 環境温度測定方法 

 測定対象区間延長に沿った温度計の設置箇所は，図-

12に示されている．それぞれの設置箇所に，トンネル

坑内温度計を設置した．また1箇所毎にトンネル坑内温

度及び湿度を測定する温度計1個，健全部のコンクリー

ト表面温度を測定する壁面温度計を2個設置した．壁面

温度計を2個設置した理由は，温度計の位置による壁面

温度のバラツキが生じている可能性を考慮したためであ

る． 

温度計測は20分間隔で行い，2015年8月から翌年2月ま

で実施し，トンネル坑内温度環境と地上の外気温とを比

較した結果を用いて，環境温度が0.35℃以上となる日数

（計測可能日）を把握した．また，トンネル坑内温度と

健全部コンクリート表面温度の差と外気温の関係を把握

し，外気温に基づく計測日決定の可能性を検討すること

とした． 

b) 環境温度測定結果 

 1ヶ月毎，地点毎に，夜間作業が可能な線閉時間

（1:00～4:00）の間に，0.35℃以上の温度差が生じた日数

のうち，トンネル坑内温度がコンクリート表面温度より

低かった日数（放熱環境）の月毎の割合を図-13に示す．

このことから，11月から1月までは，ほぼ全日数が放熱

環境で温度差0.35℃以上となることから，赤外線法によ

る計測に適した環境であることが分かった． 

また，逆にトンネル坑内温度がコンクリート表面温度

より高かった吸熱環境条件は，換気口に最も近い

5k341mの地点のみで生じ，日数の月毎の割合は8月が

23%，9月が10%，10月が3%，11月が7%，12月が10%で 

 

あった． 

c) 外気温と環境温度 

更に詳細に赤外線法の撮影日程を決定するために，外

気温から赤外線法による計測が実施できるかの判断が可

能であるかを検討した．通風口に比較的近く，外気温の

図-12 トンネル内環境測定区間，温度計設置箇所，及び地質柱状図 

図-13 放熱環境かつ環境温度 0.35℃以上の割合 

図-14 外気温と環境温度との関係（5k341km） 

図-15 外気温と環境温度との関係（5k209km） 
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影響を受けやすい5k341m地点における一日の「外気温

の平均」と，同日の線閉時間における環境温度の散布図

を図-14に示す．外気温が下がるに従って，放熱環境で

環境温度の絶対値が大きくなる傾向が明らかである． 

また，5箇所のうち駅部に隣接した5k209m地点につい

ては，外気温に関わらず環境温度が一定であった．その

箇所の散布図を図-15に示す．当該箇所は，ほぼ毎日放

熱環境で環境温度の絶対値が0.35℃以上となっているた

め，この箇所に関しては常に計測に適していると考えら

れる． 

上述の関係より，外気温を用いて計測が可能であるか

を推測・判断をするため，各地点においてそれぞれ外気

温を5℃毎に分割し，その幅の中に含まれる計測日数と，

環境温度が0.35℃以上になる日数の比較を行った．その

集計結果を図-16に示す．この集計結果から，当該区間

においては，一日の外気温の平均が0℃から15℃の場合

に，どの区間も90%以上の確率で，放熱環境で環境温度

の絶対値が0.35℃以上となることが分かる．このことか

ら，外気温の平均が15℃を下回れば，赤外線法を適用で

きると考えられる． 

(3) 全面打音及び特別全般検査との比較 

a) 赤外線法による熱画像撮影 

健全部のコンクリート表面温度がトンネル坑内気温よ

り0.35℃以上高くなっている放熱環境という条件を満た

す日数が多い10月及び11 月に撮影を実施した．計測は，

簡易トロの専用治具に固定した赤外線カメラおよびデジ

タルカメラを用いて，対象範囲全面の熱画像および可視

画像を撮影し，その画像を接合・解析した．また，現地

では対象範囲を横断面方向に4 分割し，設定した画角毎

にカメラを固定し，作業員が簡易トロを押しながら連続

撮影を行った．計測範囲を図-17に，撮影装置と撮影範

囲[1]から[4]の分割方法と撮影状況を図-18に示す．なお

計測は，剥落の際に安全性を脅かす可能性のある，側壁

2mの地点から上部（上床を含む）部分とした． 

 図-19 赤外線法による計測時の温度環境（5k341m） 

図-20 赤外線法による計測時の温度環境（5k209m） 

図-16 放熱環境かつ環境温度 0.35℃以上の割合 

図-17 トンネル構造と赤外線法による計測範囲 

図-18 撮影装置と分割方法 
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表-4 変状部総数と面積 

 

先に外気温と環境温度の散布図を示した（図-14，図-

15）2つの地点において，側壁に取付けた温度計により

計測された，トンネル坑内温度，健全部のコンクリート

表面温度，トンネル内湿度の時間毎の変化を示した温度

変化図を図-19と図-20に示す．図-19は換気口に近いこと

から，夜間のトンネル坑内温度変化が大きく，図-20は

換気口からは遠いが，駅部に近いことから営業時間中の

トンネル坑内温度に変化が見られると考えられる．両地

点とも， 線閉時間帯（1:00～4:00）において放熱環境で

あり，かつ環境温度が0.35℃以上であることから，計測

に適している条件であることがわかる． 

 表-4には上記の赤外線法による計測において検出され

た変状（変温部）の総数と総面積を示す．総数で355箇

所，総面積49.53 m2であった．  

b) 全面打音の方法 

調査範囲は，図-12に示す鉄筋コンクリート構造開削

トンネルの中で，比較的変状が多く観測されている延長

500mの区間とした．ここで調査対象とした路線は，過

去に特別全般検査を実施していることから，次の手順で

全面打音結果及び特別全般検査結果と赤外線法による浮

き検出箇所を比較し，実用化に向けた検討を行った． 

イ) 調査範囲500m（5k210m～5k710m）の区間において，

50cm×50cm毎に打音を行い，確認された浮きにラ

ンク付けをして記録した（図-21）．打音は，赤外

線法による計測の範囲について行った．ランクは濁

音の程度及び列車の走行安全性を鑑みて，鉄道構造

物等維持管理標準を基に表-5のとおり分類した．な

お，表-2に示したA判定は，表-5のAA，A1，A2に対

応している． 

ロ) 「全面打音で把握された浮き」，「特別全般検査で

既に把握されている浮き」，及び「赤外線法で検出

された浮き」を，それぞれを相互に比較し，全面打

音で把握した浮きに対する，特別全般検査，赤外線

法の検出率を求めた． 

表-5 打音判定ランク 

 
 表-6 全面打音結果 

 

表-7 全面打音と特別全般検査比較 

 

なお，全面打音は2016年7月，赤外線法による画像撮

影は2015年11月，当該区間の特別全般検査は2014年度に

実施したものであることから，特別全般検査後に新たに

健全部が大きな変状（浮き）を生じた可能性は比較的低

いと考えられる． 

c) 全面打音結果 

同一区間の全面打音により，浮きは合計で208箇所確

認された．判定ランク毎の変状数をトンネル内の各部位

について表-6に示す．なお，この表で補修跡とは劣化箇

所を補修したものが再劣化により再度変状と判定された

ものである．また，表-5における，AA，A1に相当する

浮きは確認されたかった． 

d) 全面打音，特別全般検査の比較 

全面打音により確認された浮きと，特別全般検査で確

認された浮きの総数を比較したものを表-7に示す．なお 

変状部総数 355箇所 

変状部総面積 49.53 m2 

判定 左側壁 上床板 右側壁 

（中柱） 

合計 

A2 8 4 0 12 

B 27 28 5 60 

C 9 2 1 12 

補修跡A2 3 10 0 13 

補修跡B 35 18 36 89 

補修跡C 6 3 13 22 

計 88 65 55 208 

判定 浮き・はく離数量 検出率 参考 

全面打音 特別全般検査 通常全般検査 

A2 12 4 33% 1 

B 60 10 17% 1 

補修跡A2 13 7 54% 1 

補修跡B 89 13 15% 1 

計 174 34 20% 4 

判定 状態 

AA 近々にはく落の恐れがあるもの 

A1 密着度合が少ないもの 

A2 
密着度合はあるが，列車運行・施設物等に支

障する可能性が高いもの 

B 
密着度合があり，列車運行・施設物等に支障

する可能性が低いもの 

C はく離・浮きがある，はく落跡 
図-21 全面打音検査状況 
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表-8 全面打音と赤外線法比較 

 

C判定は非常に軽微で実務上ほとんど問題にならず，進

行も見られることがほとんど無い．このため，特別全般

検査はB判定以上の結果のみを記録していたことから，

ここではC判定を除外して比較している． 

特別全般検査は，全面打音結果と比較すると全体では

20%の変状しか確認できていないことがわかる．これは，

先にも述べたとおり，特別全般検査は過去の検査結果と

検査者の経験により必要と思われる箇所を打音しており，

全面打音に比べて見逃した浮きが存在していることによ

ると考えられる． 

また，表中には参考として，通常全般検査において確

認された浮きを記載している．通常全般検査で確認され

ている浮き4箇所に対して特別全般検査では34箇所が確

認されていることから，特別全般検査の検査品質は通常

全般検査と比較して十分高く，特別全般検査の目的を達

成できているものといえる． 

 次に，全面打音で確認された浮きと，赤外線法で確認

された浮きの比較を表-8に示す．この表において，「赤

外線法」の検出数とは，赤外線法による変温部が全面打

音による浮きの範囲の中に確認されたものである．検出

数は全部で116箇所あったが，このうち16箇所はC判定の

適合箇所であったため，特別全般検査と同じくB判定以

上で比較をすると，検出数は100箇所となった．また，

「赤外線法（近傍含む）」とは，赤外線法による変温部

が全面打音による浮きの範囲から50cm以内にあるもの

も一致とした場合の検出数である．赤外線法では過検出

であるが，現場で実際の打音検査を行う場合は，変状と

思われる箇所を50cm×50cm程度の範囲で打音を行うた

め，この範囲に入っているものを参考までに記載した． 

赤外線法における適合検出率は全体で57%（近傍を含

むと76%）であり，表-7の全面打音と特別全般検査との

比較よりも高い検出率であった．特に，A2判定の浮き

については83%（近傍含む，100%），補修跡A2では92%

（近傍含む，100%）であり，特別全般検査におけるA2

の検出率33%，補修跡A2の検出率54%と比較しても高か

った．また，B判定についても，特別全般検査の検出率

が17%であったのに対し，赤外線法では60%（近傍含む，

77%）とA2判定同様に高かった．このことより赤外線法 

表-9 特別全般検査と赤外線法比較 

 

の方が，特別全般検査に比較して高い検出率で検出でき

ることが分かった． 

 特別全般検査で確認された浮きに対して，赤外線法で

はどの程度検出できているかを比較した結果を表-9及び

図-22に示す．全体で79%の検出率であったが，A2につ

いては100%であった．また，補修跡B判定の検出率が

62%と低かった．これは，補修跡は材質が違う等の理由

により，赤外線法では検出しにくいためと考えられる． 

e) まとめ 

 全面打音，特別全般検査，赤外線法検査結果との比較

の結果をベン図にまとめたものが図-23である． 

イ) 特別全般検査は通常全般検査に比較して有効であ

るが，全面打音に対する検出率は全体で20%程度

であり，見逃しが生じている． 

ロ) 赤外線法は，全面打音に対する検出率は全体で

57%，A2判定については83%，A2判定補修跡は92%

であることから，特別全般検査に比較して高い検

出率である． 

判定 全面 

打音 
赤外線法 赤外線法 

（近傍含む）参考 

検出数 検出率 検出数 検出率 

A2 12 10 83% 12 100% 

B 60 36 60% 46 77% 

補修跡A2 13 12 92% 13 100% 

補修跡B 89 42 47% 61 69% 

計 174 100 57% 132 76% 

判定 特別 
全般検査 

赤外線法 検出率 

A2 4 4 100% 
B 10 8 80% 

A2補修跡 7 7 100% 

B補修跡 13 8 62% 

合計 34 27 79% 

図-22 特別全般検査と赤外線法比較 

図-23 全面打音・特別全般検査・赤外線法まとめ 
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赤外線法においては，特別全般検査で確認された浮き

が 34箇所であるのに対して，100箇所を検出し，なおか

つ赤外線法のみで 73 箇所の浮きを検出していることか

ら，赤外線法の有効性が確認されたと考えられる 

特別全般検査は，浮きだけを把握するものではなく，

その他さまざまな変状を記録・管理するものである．ま

た，さまざまな変状の中で，浮きだけが目視のみでは分

かりにくく，打音する範囲も検査者の技術力や経験に依

存する． 

地下鉄トンネルにおける検査実績では，通常全般検査

は線閉時間に平均で約700m~800m，特別全般検査は平均

で約300m，全面打音は平均で約50mの区間を検査可能で

ある．  

特別全般検査を，全面打音に置き換えて実施すること

も考えられられるが，検査速度が約6分の1になることか

ら，検査期間を延長するか，検査人員を約6倍投入する

かの判断が求められる．前者は，多路線（たとえば東京

地下鉄(株)では，9路線）を運営している地下鉄事業者

においては，20年以内にすべての路線の検査を実施する

ことが困難となる．また，後者においては，今後の少子

化・高齢化による将来の検査人員の確保が困難になるこ

とを想定すると，難しいと考えられる．このことから，

現在の特別全般検査の速度を保ちつつ，検査の見逃しを

極力少なくする手法が重要と考えれば，特別全般検査と

赤外線法の併用が有効であると考えられる． 

なお，赤外線法は高速道路トンネルにおいて，時速

80km/hでも浮きを検出した例がある7),8)ことから，夜間地

下鉄内において保守用車の制限速度（30km/h）で走行す

れば，東京地下鉄(株)の1路線を最短で2日程度の線閉時

間内に撮影することが可能と考えられる． 

 

(4) 過検出の低減方法について 

a) 過検出について 

赤外線法を実務に適用する場合，赤外線法で検出され

た浮き部をもとに打音検査で確認することが想定される．

したがって，現場での負担を考慮すれば，過検出は極力

少ない方が望ましい． 

5.で実施した調査結果をもとに赤外線法において確認

された変状部に対して，全面打音結果と適合していた箇

所数と，適合していなかった箇所数を比較した結果を表

-10に示す．  

赤外線法で検出された変温部のうち，実際に浮いてい

た箇所は33%であり67%が過検出であった．  

一方，赤外線法において浮きと検出した，それぞれの

箇所の面積を求め，適合箇所及び過検出箇所のそれぞれ

の面積の集計を行った結果を検出面積とした．適合は

60%で過検出が40%となった． 

 

 

表-11に示すとおり，適合箇所は1箇所あたりの平均面

積は0.26 m2，過検出は1箇所あたりの平均面積は0.083 m2

である．また，適合部と過検出部の面積の分布について

箱ひげ図を図-24に示す．このことから，面積の小さな

変温部が過検出となる傾向にあることが分かる． 

b) 過検出低減方法について 

地下鉄トンネルにおいては，健全部と浮き・はく離部

の温度差である浮き温度が比較的小さいこと，4.で述べ

たように析出物等様々な過検出要因が存在している（図

-25）こと，析出物の箇所においても実際に浮きが存在

する場合があること等から，画像解析等の自動処理によ

る過検出の低減は困難と考えられる．このため可視画像

での判断に加えて，別途判断基準を考慮することにした． 

前述のように過検出部分は面積が小さい傾向にあるこ

とが分かっている．そこで，簡易な方法としては，変状

部の面積で閾値を定めて，一定の面積以下の変状につい

ては，全てノイズとして処理する方法が，小さな変状に

ついては，万が一見逃しが生じたとしても，大事故につ

ながる可能性は相対的に低いと考えれば，実務上では有

効と言える． 

表-10 過検出箇所の状況 

表-11 過検出1箇所あたりの面積 

図-24 面積分布図 
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図-26は，赤外線法により検出された面積が0.1 m2以下

の浮き部について，過検出及び適合箇所について，面積

範囲毎の過検出率（過検出頻度 /面積範囲全数×

100(％)）を棒グラフにまとめたものである．面積範囲は，

0.01 m2以下，0.01 m2を超えて0.02 m2以下から順次0.09 m2

を超えて0.10 m2以下としている．また，表-12は，それ

ぞれの面積範囲毎の過検出及び適合の箇所数である． 

若干のバラツキはあるが，概ね面積が小さい程，過検

出が大きい傾向にあることが分かる．特に図-24からも

分かる様に，0.05 m2以下の範囲では，過検出が圧倒的に

多いことが分かる． 

表-13は，たとえば面積0.01 m2（10cm×10cm）以下，

0.02 m2 以下，及び0.03 m2以下の浮きについてノイズと定

義し，排除した場合の状況を示している．0.01 m2以下の

浮きを全てノイズとした場合，過検出数が全数で239箇

所であったものが224箇所となり，15箇所の過検出を減

らすことが出来る．同様に0.02 m2以下の浮きをノイズと

した場合は56箇所，0.03 m2以下の場合は88箇所の過検出

を減らすことが出来ることが分かる．なお，過検出低減

に伴い，同時に減らされた0.02 m2以下の適合7箇所，0.03 

m2以下の適合11箇所の内訳は，表-14の通りであり，殆

どがB判定箇所であり，A2判定箇所は補修跡であったこ

とから実務上は許容できる範囲と考えられる． 

 

(5) 赤外線法の地下鉄トンネルの点検実務への導入 

a) 赤外線法導入のポイント 

 以上述べたように，詳細な全面打音を実施し，対象区

間すべての「浮き」を抽出した．その上で，特別全般検

査と赤外線法による検出結果の比較をもとに，赤外線法

の有効性が確認できた． 

 赤外線法は特別全般検査よりも多くの浮きを検出でき

るが，打音検査でしか検出できない浮きもあり，赤外線

法を特別全般検査等の打音検査と組み合わせることが有

効であると考えられる． 

 また，赤外線法においては，実際には浮いていない箇

所を変温部として検出する過検出が多いという欠点があ

る．この過検出に対しては，施設管理者の考えにもよる

が，浮き面積のみをたとえば0.03m2を閾値として過検出

を低減することも可能であると考えられる． 

b) 点検業務の運用方法 

 赤外線法は，限られた制約条件のもとに行われる地下 

鉄トンネルの特別全般検査に比較して，より多くの浮き 

を検出することが可能であるが，特別全般検査で検出さ

れた全ての変状を検出することは難しい． 

 一方，特別全般検査時に全面打音を実施するには，延

べ6倍程度の労力を必要とする．このため，地下鉄営業

終了後の送電停止から送電開始までの線閉時間（1:00か

ら4:00頃）の間に，全区間に全面打音を実施することは

現実的ではない． 

 このことから，図-27に示すように赤外線法と特別全

般検査等を組み合わせることにより，地下鉄トンネル維

持管理におけるコンクリートはく落の可能性を低減させ

る方法を提案した． 

イ) 秋から冬にかけて外気温を観測し，平均温度が

15℃以下になることを確認し，他種工事等の調整

により赤外線法による調査日程を設定する． 

ロ) 赤外線サーモグラフィを用いて，トンネルコンク

リート表面の赤外線熱画像を撮影する． 

判定区分 0.02 m2以下箇所数 0.03 m2以下箇所数 
B 3 6 

A2補修 1 2 

B補修 3 3 

対象面積 浮き数量 適合 過検出 
全数 355 116 239 

0.01 m2以下 339 115 224 
0.02 m2以下 292 109 183 
0.03 m2以下 256 105 151 

図-25 析出物による過検出の状況 

図-26 面積範囲毎の過検出率 

表-12 面積範囲毎の過検出・適合の箇所数 

表-13 面積による過検出の低減状況 

表-14 過検出と共に低減された適合箇所の内訳 
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ハ) 同時にビデオカメラにより可視画像を撮影する．

（予め特別全般検査が実施されている場合，浮き

部分はチョーキングされている．） 

ニ) 赤外線熱画像から，変温部を検出し，浮きの可能

性箇所とする． 

ホ) 変温部の面積から，たとえば0.03m2の閾値を設定し

ノイズ処理を実施し，「浮き候補部分」を抽出す

る． 

ヘ) 浮き候補部分のうち，既存の検査データ（特別全

般検査結果）では，浮きとして検出されていない

箇所を抽出し，打音検査を実施する箇所（又はエ

リア）を設定する．（可視画像において浮き部の

チョーキングが確認できる場合，それに赤外線画

像を重ね合わせることで，更に容易に抽出が可能

となる．） 

ト) 上記の箇所について，実際に特別全般検査等で打

音検査を実施し，濁音がある箇所を浮きと判定し，

可視画像又は展開図に記録する． 

 なお，東京地下鉄(株)の場合は，トンネル覆工コンク

リートのはく落防止を目的として， 通常全般検査とは

別個に4年に1度の打音点検を実施しているため，「スク

リーニング技術」の1つとして赤外線法を使うことは，

非常に有効と考えられる．  

また，赤外線法による浮きの検出率は，トンネル内環

境により左右される．シールドトンネル等では，さらに

検出率を向上させるために，可能な箇所は強制換気を行

う等して，トンネル内気温を下げ，コンクリート表面温

度との差を大きくしてから，赤外線熱画像撮影を実施す

ることも有効と考えられる． 

 

 

6. まとめ 

 

 本研究では，赤外線法による地下鉄トンネルにおける

トンネル覆工コンクリートの浮き検出の実用化を目的に

外気温とトンネル内温度環境の分析，全面打音の実施，

特別全般検査結果と赤外線法の比較分析，過検出傾向分

析を行った．その結果，以下の知見を得た． 

(1) 地下鉄トンネルにおいて，トンネル坑内温度と健

全部の覆工コンクリート表面温度の差が 0.35℃以

上になると赤外線法での浮き検出精度が高くなる． 

(2) 一日の外気温の平均が 15℃以下になる場合に 90%

以上の確率で(1)の環境になる． 

(3) 特別全般検査ではある程度の浮きの見逃しが生じ

ている． 

(4) 全面打音の結果を正解と考えると，特別全般検査

における浮きの検出率が A2判定で 33%，B判定で

17%であるのに対し，赤外線法では A 判定が 83%，

B 判定が 60%であり，赤外線法の方が特別全般検

査より検出率が高い． 

(5) 特別全般検査で検出した B判定 10箇所のうち赤外

線法では 8 箇所の検出であり，異なる材料が用い

られた補修箇所等で赤外線法では検出が出来ない

箇所がある． 

(6) たとえば，0.03m2の浮き面積以下をノイズとするこ

とにより，過検出を低減できる． 

(7) 既存の検査結果と合わせて，赤外線法を用いるこ

とにより，効率的な定期検査が可能となり，実用

化に向けた手順を提案した． 

 また，更に効率的かつ効果的に維持管理実務に取り入

れていくためには，以下のような課題が挙げられる． 

(1) 検出精度を更に向上させるために，強制換気等に

より，トンネル内気温の変化を誘発させる方法等

の検討． 

(2) 過検出を更に減らすために，例えば「可視画像デ

ータによる地下鉄トンネル異状箇所抽出システム

の開発 14)」や，「ベイジアンネットワ－クによる

地下鉄トンネルの変状観測確率の検討 15)」等，他

の研究成果と組み合わせることの検討． 

(3) 赤外線法において，温度差異のある箇所は，現在

人が画像を目視で確認しており，時間と労力を費

やしているため，画像処理技術等を用いた自動的

抽出プログラム等の開発．  
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INFRARED THERMOMETRY APPLICATION TO THE DETECTION OF VOID  

IN THE SUBWAY TUNNEL LINING SURFACE 
 

Koichi KAWAKAMI, Shinji KONISHI, Hideaki SHINOHARA, Masafumi KUBO, 
Hideaki KUROSU and Hirokazu AKAGI 

 
Thus far, there has never been any cases where infrared thermography (passive method) was applied to 

detect flaking near the surface of the concrete in subway tunnels, which are not affected by sunlight. 
Through this research, a method was developed, which can actually be put into practice to detect flaking 
of the decking concrete used in subway tunnels using infrared thermography. At first the temperature 
conditions (and other elements) that would allow detection of flaking in a box-type tunnel and in a shield 
tunnel, both in use, were analyzed. 

Then, detection of flaking inside a box-type tunnel was carried out, and a method to identify the day 
that was appropriate for infrared thermography measurement was developed based on the temperature 
outside, having considered accuracy of infrared thermography measurements and the relationship be-
tween temperature outside and temperature in the tunnel. 

Furthermore, on the same section meticulous concrete surface hammering tests were carried out be-
sides the infrared thermography measurement, and the effectiveness of this method was verified having 
compared those results with results of special general inspection based on the maintenance standards for 
railway structures. 
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