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コンクリートひび割れ自動検出装置の試作と性能検証実験

上野 隆雄＊ 井上 大輔＊ 中村 聡＊

要 約： 全国に約 1万本ある道路トンネルの点検は，道路法施行規則に基づき 5年に一度近接目視により行う必要があ
るが，技術者不足や点検コストが課題となっている。現在の画像によるひび割れ点検支援技術の多くは，撮影し
た大量の画像を持ち帰ってからひび割れを検出している。しかし，ひび割れと汚れとの自動識別が難しいことか
ら，検出は多くの労力をかけて行っているのが実状である。そこで筆者らは，光切断法により対象物の奥行形状
（距離画像）を得ることでひび割れと汚れの識別を容易にし，ひび割れを自動検出する技術を研究開発している。
本報ではその概要と開発した試作機について述べる。コンクリート試験体を用いた識別性能検証では，従来の可
視画像による方法に比べて検出率・誤検出率ともに優位性を確認した。また実験用実大トンネルで変状展開図を
作成し，ひび割れの位置と幅と長さの精度が熟練点検員による近接目視点検結果と同程度であることを確認し
た。

キーワード： 道路トンネル，近接目視，ひび割れ，光切断法，距離画像

目 次： 1．はじめに
2．画像によるひび割れの検出
3．光切断法によるひび割れの検出
4．コンクリート試験体による識別性能検証実験

5．模擬トンネルにおけるひび割れ検出性能検
証実験

6．おわりに

1．はじめに
2012 年 12 月に発生した笹子トンネル事故を契機に社会

資本の老朽化対策の重要性が再認識され，2014 年 6 月に
は「道路トンネル定期点検要領（国土交通省）」が見直さ
れ，同年 7月に道路法施行規則の一部が改正された。これ
により定期点検は 5年に 1回の頻度で実施し，トンネル全
延長に対し近接目視により行うことが基本となった。また
点検・診断の結果等については記録・保存し，統一的な尺
度で健全性の診断結果を分類することとされた。このよう
な背景から，道路トンネルの点検を行うための技術者の不
足や点検予算の不足といった課題が明らかになってきた1)。
当社はこれらの課題解決の一助とすべく，「トンネル全
断面点検・診断システム」2)を提案し開発に取り組んでい
る。このうち，近接目視を支援する技術として開発中の
「コンクリートひび割れ自動検出装置」の概要と試作機の
仕様について述べる。さらにコンクリート試験体と実験用
実大トンネル（以下「模擬トンネル」）による性能検証実
験結果について報告する。

2．画像によるひび割れの検出
道路トンネルの近接目視による点検は，高所作業車等を

用いて点検員が近傍から覆工コンクリート表面を観察し，
必要に応じて打音や触診を併用しながら，ひび割れや浮
き，段差，遊離石灰や豆板，漏水等変状の有無とその程度
を計測して記録することによって行われる。近接目視点検
を支援する代表的な技術として画像によるひび割れ検出が

ある。デジタルカメラまたはビデオカメラで覆工コンクリ
ート表面を撮影し，大量の画像データを持ち帰り画像処理
ソフトウェアによりひび割れ検出を行うものが多い3)。し
かしながら画像の中の暗い線状のものをひび割れとして認
識することが基本であるため，表面の汚れ等で暗く写った
箇所をひび割れと誤認識する場合がある。様々な手法でこ
れらノイズを除去する試みが行われているが，完全に自動
化するには至っておらず，労力をかけて半自動的に行われ
ているのが実状である。

3．光切断法によるひび割れの検出
筆者らは，ひび割れは凹状すなわち奥行きを伴うことか

ら，三次元形状に注目すれば汚れ等との識別が可能になる
と考えた。三次元形状の取得にはステレオカメラ，レーザ
ーレンジファインダ等の手法（表 1）があるが，分解能や
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図 1 光切断法の概要
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処理速度が高いこと，三次元形状と共に可視画像が同時に
得られることを考慮し，光切断法を採用した。これはライ
ン光とエリアカメラとを角度をつけた状態で対象物に沿っ
て移動（スキャン）させると，対象物の凹凸に応じてライ
ン光の線が変形することを利用して三次元形状を取得する
方法（図 1）で，ライン光に白色 LED 照明を採用し，三
次元情報と座標が合致したカラーの画像（可視画像）も同
時に得られるものを用いた。同じ対象物をスキャンして得
られた可視画像と距離画像の例を図 2に示す。さらに車輪
とエンコーダ，コンピュータを組み合わせ，覆工コンクリ
ート表面を走行させることで光切断が行えるコンクリート
ひび割れ自動検出装置を試作した（図 3，表 2）。また，試
作した画像処理ソフトウェアは，光切断法によって得られ
た距離画像を読み込み，ひび割れを検出し，カラー画像に
重ねて表示する（図 4）。以上をオンサイトで行うことが
可能である。なお，検出可能な最小のひび割れ幅はコンク
リート標準示方書4)を参考に 0.5 mmを目標とした。

4．コンクリート試験体による識別性能検証実験
本装置によるひび割れの自動検出性能を検証するため，

加力により曲げひび割れを発生させたコンクリート試験体
のひび割れ検出を行った。実際のひび割れ近傍に汚れとし
て油性ペン（黒，茶，緑）とチョーク（白）で模擬のひび
割れを描き（図 5 左），これを幅 200 mm×長さ 390 mm
にかけて光切断法により距離画像を取得した（図 5 中）。
さらに画像処理により距離画像からひび割れを検出した
（図 5 右）。10 枚のコンクリート試験体についてそれぞれ
検出率（検出したひび割れの長さを実際のひび割れの長さ
で除した値）と誤検出率（ひび割れではない画素をひび割
れとして自動検出した画素数をカウントし，実際のひび割
れの画素数で除した値）を算出した結果を図 6に示す。比
較のため同じコンクリート試験体の可視画像と市販ソフト
ウェアを用いたひび割れ検出結果を併記した。提案方法に
よるひび割れの検出率は 73% 以上，誤検出率は 8% 以下
であり，いずれも従来方法に比べて優れていることが確認
された。誤検出の主な要因はひび割れ付近の表面気泡であ
る。一方，油性ペンやチョークの誤検出は 0%であった。
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表 1 三次元形状取得方法の例

図 2 光切断法による可視画像（上）と距離画像（下）の例

図 3 ひび割れ自動検出装置構成（左）と外観（右）

表 2 ひび割れ自動検出装置の仕様

図 4 距離画像によるひび割れ検出フロー

図 5 コンクリート試験体のひび割れ検出実験
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5．模擬トンネルにおけるひび割れ検出性能検証実験
(一社)日本建設機械施工協会施工技術総合研究所の模擬

トンネルにおいて本装置の試作機と高所作業車を用いてア
ーチ部の周方向約 9.7 m×軸方向 3.0 m を手動でスキャン
し（図 7，図 8），覆工コンクリート表面のひび割れの可視
画像と距離画像を取得した。有効撮影幅は短軸方向の重複
分を考慮し 150 mm とし，合計 69 測線を撮影した（図
9）。得られた距離画像を基に開発中のひび割れ検出ソフト
ウェアを用いて測線一本ずつの画像からひび割れ箇所を自
動検出し，検出された画素を半自動計数することで幅と長
さを求めた（図 10）。半自動計数においては，操作者が画
面上で 2点を指定することで，それらの点を結ぶ直線を基
準として計数させた。このようにして得られた幅と長さに
ついて，熟練点検員による従来手法（近接目視）との定量
的な比較を行った。ひび割れ幅の計測結果を図 11 に，ひ
び割れ長さの計測結果を図 12 に示す。ひび割れ自動検出
装置の計測値を熟練点検員の近接目視による点検結果と比
較した結果，ひび割れの幅は人に比べて平均 108%（太
い），ひび割れの長さは平均 94%（短い）であった。
図 11 において，ひび割れ幅は半分以上のひび割れにお

いて一致した。ただし場合によっては太めに認識され，ワ

69

東急建設技術研究所報No. 42

図 6 ひび割れ検出率・誤検出率の比較

図 8 模擬トンネルのスキャン状況

図 7 試作装置による模擬トンネルのスキャン範囲（塗りつぶされた範囲：単位mm）

図 9 模擬トンネルのスキャン結果（可視画像）

図 10 模擬トンネルのひび割れ検出結果
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ーストケースでは幅 2.5 mm のひび割れが 2.9 mm と認識
された。実用上の支障は少ないと考えられるが，ひび割れ
の経年変化を観察したい場合等，目的によっては別途評価

が必要である。
図 12 においては，ひび割れ長さは 3 本中 2 本が一致し

た。ひび割れ番号 4 は一部が極めて細いひび割れ（0.1
mm前後）であったため検出されず，結果として短く認識
された。現在は距離画像と可視画像を組合せた新しい方法
を考案し，細いひび割れの検出率向上を試みている。
また今後の課題として，目地や表面気泡をひび割れと誤

検出したことが挙げられる。直線度や真円度等を利用して
ひび割れと識別する方法を検討する。

6．おわりに
トンネルのひび割れを光切断法により自動検出する装置

の概要，試作機仕様について述べた。次にコンクリート試
験体によるひび割れと汚れとの識別性能実験結果から，距
離画像によるひび割れ検出が従来の可視画像によるひび割
れ検出より優位性があることを示した。さらに模擬トンネ
ルにおけるひび割れの幅と長さの検出性能結果について報
告し，課題を示した。
現在，ひび割れ自動検出装置を移動体に搭載し，トンネ

ル壁面を周方向にスキャンする装置を開発中である。ま
た，ひび割れ検出ソフトについては検出精度を向上させる
改良を行っている。これらを推進し，実証実験を重ね，早
期に社会実装を図りたい。
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図 11 ひび割れ幅の計測結果

図 12 ひび割れ長さの計測結果
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PROTOTYPE OF AUTOMATIC CRACK INSPECTOR FOR CONCRETE SURFACE
AND IT’S PERFORMANCE VERFICANTION TEST

T. Ueno, D. Inoue, and S. Nakamura

There are approximately 10,000 road tunnels in Japan. Inspections of the road tunnels are conducted once every 5 years
by human visual inspection based on the Road law enforcement regulations of Ministry of land, Infrastructure, Transport
and Tourism. However, presently the number of the inspection engineers are insufficient and the cost of the check is
significantly high. In conventional crack inspection methods, engineers process the many images off site. But much effort is
required to identify many cracks and dirt in the method. The authors have studied an automatic detection method for the
cracks and dirt using depth shape（range image）acquired by the light-section method. We introduce the study-outline
and the prototype we developed in this report. Furthermore we shows the results detected by the new method using both
concrete test samples and simulated real-size tunnel.


