
コンクリート柱のひび割れ検査

NTTでは，安全なコンクリート柱

（CP）の維持管理のためにコンクリー

ト表面のひび割れ検査を入念に行っ

ています．なぜなら，コンクリート表

面でひび割れが発生すると，そこから

雨水等が入り込み，内部の鉄筋に到達

すると腐食が始まり，構造物の強度低

下を引き起こすからです．

現在のひび割れ検査方法は目視が

主流ですが，熟練した作業員であって

も長時間の作業において微細なひび割

れを見落とさない集中力を維持し続け

ることは困難です．とりわけCPのひび

割れ検査では，作業員は肉眼ではなく

双眼鏡を使って10 ｍ以上の高所を注

視し続けるため，体力と集中力の消耗

は非常に激しいものです．そのうえ，

点検作業者の数は年々減少する傾向

にあり，作業者１人にかかる負担も増

え，ひび割れ見落としの危険性が一層

深刻となってきます．

このような背景のもと，現場では機

械によるひび割れ検査の自動化が望ま

れていますが，機材の入手しやすさや

作業の簡易さという観点から，デジタ

ルカメラで構造物を遠隔撮影し，その

画像からソフトウェアによってひび割

れの自動検知を試みるというアプロー

チが有力となります．本稿では，実用

上の技術課題をクリアした最新の画像

処理アルゴリズムを紹介します．

画像処理によるひび割れ検知技術

の問題点

コンクリート壁面の画像からひび割

れの自動検知を行うアルゴリズムはす

でにいくつか提案されていますが，こ

れら既存の手法は次の理由から実用上

の課題を抱えています．一般に，画像

処理によってひび割れ検知を試みる場

合，どのようなアルゴリズムであれ，

エッジという特徴量を用いてひび割れ

を定義することになります．エッジと

は，隣り合う画素の濃淡が急峻に変化

することによって生じた輪郭線のこと

であり，ひび割れは画像中において筋

状の陰影線として現れるため，エッジ

はひび割れを示す唯一無二の特徴量

です．これらのアルゴリズムは，コン

クリート面のみを映した画像に対して

は有効に機能しますが，コンクリート

面以外の支障物が映った画像に対して

はうまく機能しません．なぜならば，実

際の現場におけるコンクリート構造物

は，建物ならば窓やサッシ等，CPな

らばケーブルや足場釘等といった支障

物が複雑に入り組んでいる状況が多く，

それら支障物の輪郭エッジがひび割れ

として誤検知されてしまうからです．

市販のひび割れ検知ソフトによる診

断結果の一例を図１に示します．赤く

塗った画素がひび割れと判定されてい

る個所ですが，背景，ベルト，プレー

ト等のエッジをひび割れとして誤検知

していることが分かります．この問題

を克服するには，ひび割れ検知処理を

行う前に画像中の支障物を除去しなけ

ればなりませんが，支障物の形状が千

差万別であるがゆえ，現在のパターン
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デジタルカメラ画像を用いたコンクリート構造物
のひび割れ検査技術
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図１　市販のひび割れ検知ソフト 
による診断結果　　 

足場釘 

ひび割れ 

ベルト 

プレート 

NTTでは，保有する通信インフラ用のコンクリート構造物の安全な設備
管理のために定期的な点検診断を実施しています．本稿では，遠隔撮影した
コンクリート柱の写真から微細なひび割れを検知する画像処理技術を紹介し
ます．
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認識技術ではロバスト＊１な解を得るこ

とが容易ではありません．したがって，

支障物を含むコンクリート画像からひ

び割れのみを抽出することは極めて困

難でした．

支障物除去アルゴリズム

前述のように，現場ではさまざまな

支障物が存在するため，それらの形状

を定義して直接除去するアルゴリズム

をつくろうとしても容易ではありませ

ん．ゆえに，本アルゴリズムでは発想

を転換し，支障物を直接除去するので

はなく，CPのコンクリート面を抽出し

て，その結果を反転することによって

間接的に支障物の除去を行う方針を

採りました．そのアルゴリズムについて

ポイントとなる部分を説明します．

まず，入力画像からコンクリート面

とおぼしき色を持つ画素を抽出します．

一般的にコンクリート面の色は灰色で

すから，図２に示すCIELab表色系＊２

を用いて色の彩度を定量化し，彩度が

小さい画素を抽出します．ただし，明

度が極端に大きい（真っ白）あるいは

小さい（真っ黒）画素は除外します．

図３は色分類の結果であり，コンク

リート面の色を持つ画素に１を，コン

クリート面の色を持たない画素に０を

割り当てています．この画像は背景が

緑色の森林ですから，色分類によって

おおよそのCP領域が抽出されています

が，例えば画像中に灰色の家屋が混在

するケース等，色分類のみでCPを抽出

することが困難な事例がしばしばあり

ます．ゆえに，さまざまな画像でロバ

ストにコンクリート面を抽出するには，

色情報に加えて次に説明するテクス

チャ情報を追加しなければなりません．

テクスチャ量を計算するには，図４

に示すように赤く塗った中央の画素A

に対して水色で塗った近傍16カ所の画

素（δ1～δ16）について，均質性と呼

ばれるテクスチャ量Ｓを計算します．

ｉおよびｊは画素の輝度値であり，通

常は256階調ですが，計算時間を短縮

するため８階調に圧縮します．テクス

チャ量の詳しい計算方法は文献（1）に

記載されています．

近傍16カ所の画素について計算する

と，16個のテクスチャ量Sk （k＝1，

2，…，16）がスカラ値＊３として得ら

れます．図５はδとＳの関係をプロッ

トしたものであり，実線はコンクリー

ト面，破線は非コンクリート面のある

領域を計算した結果です．このグラフ

から分かるように，コンクリート面で

はδ9において最大ピークS9を取ること

が最大の特徴です．ここに，「k＝９の

ときSkが最大値を取り，かつ，Skの分

＊1 ロバスト：頑健さのこと．プロセスの変動
があっても，その影響を受けず，具体的に
は欠陥が生じないプロセスのこと．

＊2 CIELab表色系：色を明度L*とクロマネティ
クス指数a*，b*からなる均等色空間上の座
標で表したもの．

＊3 スカラ値：大きさのみを持つ量のこと．
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図４　テクスチャ計算領域 
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散値が0.0001以上のとき，点Ａはコ

ンクリート画素のテクスチャを持って

いる」と定めます．補足すると，金属

面等の凹凸量が少ない領域においては

Ｓの値が全体的にフラットとなり，S9
が偶発的に僅差で最大となることがあ

り得るため，S9が最大というだけでは

コンクリート面の特徴量を規定するの

に不十分であるので，後段の「Skの分

散値が0.0001以上」という条件は欠

かすことができません．

最後に色とテクスチャの論理積を取

り，その両方がいずれもコンクリート

画素の特徴を持つ画素と，そうでない

画素とに分ければ支障物除去は完了で

す．図６は支障物の除去結果を示し

ており，半透明の赤で塗られた画素が

支障物です．背景，ベルト，プレート，

足場釘等がすべて除去されているのが

分かります．

ひび割れ検知アルゴリズム

支障物を除去した後は，コンクリー

ト面からひび割れを抽出します．本ア

ルゴリズムでは，人間の神経回路網を

模倣したニューラルネットワークという

手法を応用しました．

支障物除去を終えた画像から，コン

クリート面の領域を小さい矩形に区

切ってひび割れ探索を行います．

まず，ニューラルネットワークへの入

力値として，ひび割れのエッジ特徴量

を抽出します．ここでは，生体がエッ

ジを認識する視覚機能を模擬したハイ

パーコラムフィルタを用いました．図

７にひび割れの元画像と抽出された

エッジ特徴量を示します．ひび割れ画

像の大きさは300×300画素，フィル

タの大きさは26×18画素です．

次に，ホップフィールド型＊４ニュー

ラルネットワークを用いてひび割れの

形状抽出を行います．図８に示すよ

うに，エッジ画像と同じサイズの２次

元ニューロン配列によって問題を表現

します．Vをニューロンの出力（１：

ひび割れ候補，０：非ひび割れ候補），

Uを入力エネルギーとすると，解探索

の手順は以下のとおりです．

① Uをランダム値で初期化します．
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図６　支障物除去結果 

図７　ひび割れ画像（左）と抽出されたエッジ特徴量（右） 
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図５　コンクリート面と非コンクリート面のテクスチャ比較 
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＊4 ホップフィールド型：ある入力に対して，
ネットワークのエネルギーが最小になるよ
うに状態変化を繰り返すこと．
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② Vの状態をマキシマムニューロ

ンの規則＊５によって更新します．

③ Uの値を１次のオイラー法＊６に

よって更新します．

④ ②に戻り，あらかじめ定めたｔ

の回数まで繰り返します．

ひび割れの検知結果は図９に示す

とおり，ニューロン（緑色の画素）が

ひびの上に収束していることが分かり

ます．

今後の展開

このひび割れ検知技術は，NTT事

業会社のCP点検において試行運用を

開始し，安全な設備の維持管理計画

に役立てていく予定です．また，CP以

外にもコンクリート構造物はNTT内外

に数多く存在しているので，今後は本

技術をさらに改良し，CP以外のひび

割れ点検ニーズにも対応できるように

したいと思います．
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図９　ひび割れ検知結果 
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＊5 マキシマムニューロンの規則：マキシマム
ニューラルネットワークを構成するニュー
ロンはクラスタごとにただ１つだけ発火し
ていることを保証する規則．

＊6 オイラー法：１階常微分方程式の数値解法
の１つ．

図８　２次元ニューロン配列による問題表現 

１：ひび割れ候補画素 

０：非ひび割れ候補画素 y
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