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基盤設備の維持管理

管路やマンホールなどの通信土木設
備は，その多くが道路下に設置され，
土圧や地下水圧，自動車荷重などの外
力を受ける環境下にあるため，腐食や
変形，コンクリートのひび割れなどの
劣化が生じる要因にさらされていま
す．このような通信土木設備の劣化は，
情報通信サービスの停止のみならず，
道路陥没などの原因となり，社会的な
混乱を招く可能性もあるため，劣化状
態を適時把握し（点検），劣化の程度
に応じて適切な補修 ・ 補強あるいは更
改を行う（保全計画 ・ 補修補強）こと
が求められます．通信土木設備の多く
は，建設後30年以上経過しており，設
備老朽化の進行や熟練作業者の減少と
いう動向を踏まえると，膨大な設備に
対して，上述した点検・保全計画 ・ 補
修補強のメンテナンスサイクルの効率
化が課題となっています．このような
メンテナンスサイクルに対して，
NTTアクセスサービスシステム研究
所では，維持管理業務の抜本的変革（運
用のイノベーション）の実現へ向け，
研究開発を推進しています．

点検技術の重要性

メンテナンスサイクルを効率的に実
施していくためには，劣化の進んでい
る設備を優先的に点検 ・ 保全するため
の技術や劣化を防ぐための技術などが
必要となります．設備の劣化度合いは，
設置環境による影響が大きく，その環
境の及ぼす影響の把握 ・ 検討 ・ モデル
化などが重要となるとともに，劣化度
合いの時系列的分析をベースとした劣
化予測による保全の優先度付けなども
必要となってきます．

従来は，点検結果は文字入力やス
ケッチなど，時系列での詳細分析が難
しい記録手法が用いられており，正確
なモデル化や劣化予測が十分に行えて
いない状況でした．点検の観点からは，
高解像度な画像を点検結果として蓄積
することで，これらの問題をクリアす
る手段になり得ることが期待されま
す．高解像度画像であれば，画像処理
技術により自動で劣化判定を行うこと
が可能となり，また，変化の詳細がと
らえられることから時系列的な分析に
も適しています．現在，急速に進化し
ているディープラーニング＊ 1 への親
和性も高く，さらに高度化された次世
代画像処理技術による革新的な劣化分

析へもつながると期待されます．
このように，設備のメンテナンスサ

イクルの抜本的な変革に向けた技術開
発に際して，点検技術は劣化状態の把
握のみならず，劣化のモデル化 ・ 劣化
予測に供されるデータ取得手段として
重要な技術と位置付けられます．

マンホール点検における課題

NTTは全国に約68万個のマンホー
ルを保有しています．マンホールを点
検する手段は，現状，作業者がマンホー
ル内に入孔して目視で点検し，劣化状
況を記録することが主流となっていま
す．しかし，点検に際しては，酸欠や
転落などの危険が伴います．また，大
半のマンホール内には水がたまってい
るため，入孔作業の前に水をポンプで
排水する必要があり，点検作業に多大
な時間とコストを要することが課題で
す．NTTアクセスサービスシステム
研究所では，これらの作業上の問題の
解決，および画像処理による点検の高
度化を目的にマンホール未入孔点検技
術を開発しました．

マンホール 未入孔点検 自動劣化判定

＊1	 ディープラーニング：システムがデータの
特徴を学習して事象の認識や分類を行う
「機械学習」の手法．

自動劣化度判定技術による
マンホール点検効率化への取り組み
自動劣化度判定機能を有するマンホール未入孔点検技術を開発しまし
た．これにより，作業者が入孔することなく安全な作業が可能になるとと
もに，従来必要であったマンホールの排水作業を削減できるため，点検稼
働を大幅に削減することも可能となります．このような安全性向上，点検
効率化に加え，高解像度な点検画像を，高精度な設備劣化予測を実現する
ためのデータとして活用できるため，メンテナンスサイクルの高度化とい
う観点からも重要な技術となります．
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マンホール未入孔点検技術

マンホールの老朽劣化はコンクリー
ト中の鉄筋腐食に起因し，最終的には
腐食進行により鉄筋が露出した状態

（露筋）となって現れます．この鉄筋
腐食による鉄筋断面積の減少に伴い，
マンホールの耐力は低下します．

NTTアクセスサービスシステム研
究所による過去の研究結果から，
NTT規格マンホールの耐力低下の兆
候は，上床版に顕著に現れやすいこと
を確認しています（1），（2）．本技術では，
露筋などの劣化が発現しやすい上床版
に着目し，可動式アームに搭載した撮
影用カメラによって上床版画像を取得
し，得られた画像から自動で劣化度を
判定する点検技術を考案しました．

本装置では，地上のマンホール開口
部から可動式アームを挿入して上床版
を撮影するため，Ｌ字ガイドを設けて
撮影カメラが上床版と平行に移動でき
る構造を採用しました．また限られた
撮影スペースから上床版を撮影するた
め，撮影カメラに広角レンズを用いる
ことで，上床版と撮影カメラとの距離
が50 cm以上確保できれば長手方向全
体にわたり上床版を撮影できる機構と
しました（図 ₁ ）．画像処理では，一
定間隔を移動させるごとに上床版を撮
影し，後に画像を連結して劣化度の自
動判定を行います．本技術は上床版か
ら50 cmの位置を可動式アームが移動
するため，大半のケースで排水作業が
不要となり，作業時間およびコスト軽
減が可能です．

上床版自動撮影装置

マンホールの補修が必要となる顕著
な劣化は露筋およびコンクリートの剥
離であり，これを上床版連結画像から
検知します．劣化検知に必要な画像品
質を確保するため，固定照明と移動照
明の 2 種類の照明を設定し，固定照明
からの直接光と移動照明からの間接光

を併用し，マンホール上床版を均質な
照度で照らすことを可能としました

（図 ₂ ）．さらに，撮影した画像の処理
に際して，撮影距離 ・ 撮影角度のばら
つきを光点検知により補正可能とする
ために，撮影カメラ側方にレーザポイ
ンタを搭載しました（図 2 ）．画像連
結 ・ 自動劣化判定に際しては，一連の
画像が一定の品質であることが望まれ

図 1 　マンホール未入孔点検の様子

小型魚眼カメラ

移動照明

固定照明

レーザポインタ

図 2 　照度均質化の機構
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ます．撮影カメラが上床版に対し一定
の距離かつ一定の角度であれば，一画
素当りの長さ，情報量が一定となりま
すが，大型マンホールでは，アームを
最大2.5 m伸張させる必要があり，アー
ム部材の自重とアーム部材どうしの隙
間（遊び）の影響でアームを伸ばすと
先端が垂れ下がってしまう問題があり
ました．そのため，可動式アーム伸張
時のたわみを抑制する機構が必須とな
りますが，部材の軽量化や形状の最適
化，さらには，連結個所にスペーサを
配置するなどの改良を加えることで，
先端の垂れ下がりをL字ガイドの位置
を基準としてアームのたわみを上下約
5 cm以下に抑制することに成功しま
した．

上床版の画像連結

上床版の 1 枚画像を得るために画像
連結が必要ですが，各画像はアームた
わみによる撮影距離 ・ 撮影角度のばら
つきを含んでいるため，前述したよう
に光点検知を活用し補正を行いまし
た．光点検知とは，装置から出力され
る赤色レーザ光を検知して座標を取得
する画像解析手法のことです（3）．

一定間隔を移動させるごとに撮影し
た画像を光点検知による補正をした後
に，隣り合う画像に対しAKAZE特徴
量（OpenCV3.0.0.ライブラリ）を用
いて，それぞれの画像の特徴量が一致
する個所を検知し，それらが重なるよ
うに画像連結を行いました（図 ３ ）．
この操作を繰り返すことよって， 1 枚
の上床版画像を作成しました．

劣化度判定技術

露筋個所等の各劣化部位は，コンク
リート表面と比べて顕著な色の違いを
示しますが（図 ４ ），色特徴のみで劣
化部位検知を試みると表面の土汚れや
壁面模様による誤検知が多く，実用上
の問題がありました．そこで，鉄筋が
直線状であることに注目し，鉄筋幅相
当の直線形状を特徴とする形状検知を
色検知と併せることで，検知精度を向
上させました．

■色検知
マンホール内の撮影環境により，取

得画像の明度や色相が異なるため，色
検知を行う際には，健全なコンクリー
ト表面の色を取得して基準とすること
で劣化部位と判定するしきい値としま
した．健全コンクリート表面の色は，
減色した画像のうち最大面積を占める
色と定義しています．また，錆汁と鉄
筋を分離するために，取得画像を
L*a*b*色空間＊ 2 に変換して処理を実
施しました．L*a*b*色空間であれば図

図 3 　特徴量を利用した画像連結

図 4 　上床版の劣化（露筋）
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₅ に示すようにb*（青色差）により錆
汁と鉄筋をよく分離することができま
す．このように錆汁と鉄筋との区別が
可能になると，図 ₆ に示すように，鉄
筋と隣接している場合は錆汁，鉄筋と
隣接していない場合は壁面汚れと判断
できるようになります．鉄筋 ・ 錆汁 ・
剥離の各劣化部位について，これらに
該当する領域を抽出するために，健全
なコンクリート表面の色（L*N，a*N，
b*N）から，これらを識別するために
しきい値 ｔ を式（1）のように設定しま
した．

　tN，M＝αN，M N＋βN，M　　（1）
ここで，N＝L*N，a*N，b*N，M＝鉄筋，

錆汁，剥離です．導出したしきい値を
用いてL*a*b*色空間画像を 2 値化＊ 3

し，以下のような論理積を取ることで
各劣化部位の候補領域を得ました．

　鉄筋F＝BL*，鉄筋&Ba*，鉄筋&Bb*，鉄筋

　錆汁R＝BL*，錆汁&Ba*，錆汁

　剥離S＝BL*，剥離&not(Ba*，錆汁）
Bは設定した各しきい値で 2 値化処

理をした 2 値化画像です．
■形状検知

形状検知にあたっては，鉄筋幅の情
報を用いて検討を行いました．マン
ホールの内部鉄筋は，一般に 8 ～12 
mmの直径を持ちます．鉄筋幅が占め
る画素数は，前述したレーザポインタ
の光点座標から算出できるので，算出
した画素数と等しい列幅を持つフィル
タを用意し，画像中を走査させること
で検出を行いました．図 ₇ がその結果
となりますが，鉄筋幅を持つ直線形状
を抽出できているのが分かります．

本技術によるマンホール点検

本技術を用いたマンホール点検で
は，開口後に固定台座を設置し，撮影
用カメラが取り付けられた可動式アー

＊2	 L＊a＊b＊色空間：XYZ色空間から派生したも
ので，XYZ色空間よりも知覚的に均等になっ
ている色空間の１つ．明度をL＊，色相と彩
度を示す色度をa＊，b＊で表します．

＊3	 ２値化：画像を白と黒の２階調に変換する
処理．

露筋画像

露筋

b＊

図 5 　L＊a＊b＊表色系による変換

鉄筋

【色検知】
　赤黒い：L＊（小），a＊（大），b＊（小）

【形状検知】
　 8～12 mmの影
　（鉄筋幅と近い）

【色検知】

暗い：L＊（小）

【形状検知】

8～12 mmの黒い影

【色検知】
　赤茶色：L＊（小），a＊（大）

【形状検知】なし

【条件】
　露筋と隣接していること

←露筋と隣接しないものは汚れ

錆汁

（a）　露筋 （b）　剥離

図 6 　各劣化部位の色特徴

グレー画像 フィルタ走査画像 2値化画像

図 ₇ 　画像フィルタ操作による形状検知
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ムを台座に固定します．その後に，
PC制御によりアームの伸張，上床版
撮影，画像連結，劣化度判定を自動で
実施します．点検結果は，図 ８ に示す
ように，露筋個所がマーキングされた
状態で示されるので，劣化状況を視覚
的に判断することができます．装置の
設置から撤去までの一連の点検作業
は，作業員 1 人で約15分程度（従来の
入孔点検と同等の作業時間）で実施す
ることができます．本技術は上床版か
ら50 cmの位置を可動式アームが移動
するため，大半のケースで排水作業が
不要となり，従来点検と比較し，作業
時間およびコストの軽減が可能となり
ます．また，撮影した画像から自動で
劣化検知を行うため，劣化個所の見落
としや作業者依存性を排除することが
可能となり，さらには，定量評価が可
能なデータの蓄積により保全の優先順
位付けに利用することができます．

今後の展開

設備のメンテナンスサイクルの抜本
的な変革に向け，自動劣化度判定機能
を有するマンホール未入孔点検技術を
開発しました．本技術により，作業者
がマンホール内に入孔する必要がなく
なるため，安全にマンホールの点検作
業ができるようになります．また，従
来必要となっていた排水作業をほぼ削
減することができるので，作業時間も
大幅に短縮することができ，点検の効
率化が実現できます．さらに，高解像
度画像により劣化状況を自動で判定す
るため，見落としなどを防ぐことがで

き，作業者のスキルに依存しない高い
点検品質が担保できます．

インフラ設備の維持管理における高
解像度画像の活用は，劣化のモデル
化 ・ 劣化予測の精度を高めるための重
要な情報となります．今回は，点検技
術の観点から，メンテンナンスサイク
ルの効率化について報告しましたが，
NTTアクセスサービスシステム研究
所では，メンテンナンスサイクルのさ
らなる効率化をめざし，点検 ・ 保全計
画 ・ 補修補強の全要素に対して，研究
開発を推進していきます．
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基盤設備の老朽化の進行や熟練作業者の
減少という社会動向から，点検診断作業の
効率化が喫緊の課題となっています．これ
らの課題を解決するため，点検診断系グルー
プでは，人による点検作業を支援 ・自動化
できる革新的な点検技術確立に向けて取り
組んでいきます．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
	 シビルシステムプロジェクト
TEL	 029-868-6188
FAX	 029-868-6259
E-mail　furukawa.takayuki lab.ntt.co.jp

図 8 　自動劣化検知の画像フィルタ操作による形状検知


