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マンホール鉄蓋点検における問題

マンホールは上下水道や送電線，電
話線の維持管理のために設けられてお
り，世界中の道路には数多くのマン
ホール蓋が露出しています．その数は
日本国内だけでも₁4₀₀万個を超えて
おり，大量のマンホール蓋が日々活用
され，そして消耗しています（₁）．一般
的にマンホール蓋は鉄でつくられてい
ますが，鉄板はアスファルトの路面に
比べて滑りやすいため，多くの鉄蓋に
は滑り止めのために凹凸形状の模様が
彫られています．マンホール鉄蓋の一
例としてNTTで用いられている鉄蓋
を図 ₁（a）に示します．図のような深
い凹凸模様を鉄蓋に彫ることによって

スリップ事故などの発生を未然に防い
でいます．しかし，マンホール鉄蓋の
凹凸模様はその上を自動車が通過する
などにより徐々に摩耗してしまうこと
が知られており，設置から長時間が経
過したマンホール鉄蓋は摩耗によって
滑り止めの効果を失う危険性がありま
す（図 ₁（b））．また表面模様が摩耗す
るだけでなく，経年劣化によって鉄蓋
を支える受枠との間に段差が生じてし
まうこともあります（図 ₁（c））．

NTTグループをはじめとするマン
ホールを管理する各企業では，摩耗や
段差の生じたマンホール鉄蓋による事
故の発生を防ぐために日々設置された
マンホール鉄蓋の劣化度合を点検し，
劣化した鉄蓋を交換するなどの対応を

行っています．しかし，こうしたマン
ホール鉄蓋の点検作業には点検作業を
専門とする作業者が立ち会う必要があ
り，また時には路上に設置されたマン
ホール鉄蓋を安全に点検するために道
路を一部封鎖する必要があるなど，多
くの人手と時間を要することが問題と
なっていました．そこで，NTTでは
車でマンホール鉄蓋の上を走行するだ
けで自動的に点検が完了するシステム
の構築をめざし，車載カメラによるマ
ンホール鉄蓋劣化度推定技術の開発に
取り組みました．NTTがこれまで培っ
た画像認識技術や 3 次元幾何変換技
術を適切に組み合わせることで，多様
な撮影条件下で頑健な劣化度推定を実
現しました．

車載カメラを用いたマンホール 
鉄蓋点検システム

私たちのめざす点検システムを図
₂ に示します．点検に用いる車両は前
後に複数台のカメラが搭載されてお
り，車両が走行しながらこのカメラに
よって随時路面を撮影することで，路
上にあるマンホール鉄蓋をとらえま
す．マンホール鉄蓋がカメラ画像から
検出されると，劣化度推定が適用され，
対象のマンホールの摩耗度合いや受

スマートメンテナンス 画像処理 深層学習

（a）　NTTのマンホール鉄蓋 （b）　鉄蓋表面の摩耗 （c）　鉄蓋と受枠との段差

図 ₁ 　マンホール鉄蓋の劣化状態

車載カメラを用いた効率的な点検のための
マンホール鉄蓋劣化度推定技術

近年，インフラ設備の老朽化や専門知識を持った点検人員の不足等に
伴ってAI（人工知能）やロボット技術を用いた点検の効率化がさかんに取
り組まれており，NTTでもNTTグループで保有するインフラ設備を主な対
象としてさまざまな技術開発が行われています．本稿では特にマンホール
の蓋の点検に着目し，車載カメラを用いてマンホール鉄蓋を安全かつ効率
的に点検するための技術を紹介します．
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枠 ･ 路面との段差量を得ることができ
ます．

遠隔センシングによって被写体の形
状を推定する手段として，画像処理に
限らずさまざまな方法が存在していま
すが，レーザ測距センサなどを用いた
3 次元センシングはセンサの単価が
高く，また専用の撮影ツールが必要と

なるため，撮影のための特別な機材や
技術が必要となります．

提案する点検システムでは比較的安
価なカメラを一般的な乗用車に搭載す
るだけで利用できるため，日本全国に
あまねく存在するマンホール鉄蓋に対
して各地の既存車両の流用によって点
検システムを構築できると考えていま

す．また，画像 ₁ 枚によって劣化度推
定を行い撮影における特別な技術は必
要としないため，点検作業とは異なる
他の業務において車両で移動する際に
カメラを搭載した点検車両を用いるこ
とで，特別に意識することなくマン
ホール鉄蓋を点検するような「ながら
点検」が可能になると考えています．

画像認識によるマンホール鉄蓋劣
化度推定

提案するマンホール鉄蓋劣化度推定
技術（₂）の処理フローを図 ₃ に示しま
す．まず，入力画像全体に対して壁面
領域の抽出を行います．あらかじめ学
習された壁面を認識するAI（人工知
能）を用いて，入力画像の各画素に対
して段差上面 ･ 底面 ･ 壁面の 3 種類
の平面クラスを割り当てます．認識さ
れた結果，図 3（b）のような平面クラ
スマップが得られます．次に，得られ
た平面クラスマップから，各壁面の示
す段差の高さを求めます．カメラの焦
点距離とマンホール鉄蓋の直径を既知
とすることで 3 次元幾何によって画
像中の壁面高さから段差高さを求める
ことができます．認識された各壁面に
ついてそれぞれ段差高さを算出し，鉄
蓋に付与された滑り止め部分について
は摩耗度合いの指標として，鉄蓋周辺
の受枠 ･ 路面との段差部分については
受枠 ･ 路面との段差の指標として出力
します．

（a）　入力画像 （b）　平面クラス認識 （c）　段差高さ推定

mmX
赤：上面　緑：底面　青：壁面

図 ₃ 　マンホール鉄蓋劣化度推定の処理フロー

（a）　カメラ配置

対象マンホール鉄蓋 対象マンホール鉄蓋

約 4 m
約 4 m

約1.5 m

（b）　車内　後面 （c）　車内　前面

図 ₂ 　車載カメラを用いた点検システム
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従来手法（3）では，画像特徴と劣化度
合いとの関係を直接学習し，切り出さ
れた画像領域に対して劣化度合いを推
定するアプローチが取られていました
が，このアプローチでは，さまざまな
画像の変化に対して漏れなく学習デー
タを用意する必要がありました．照明
条件や鉄蓋の汚れの変化だけでなく，
撮影するカメラの角度によっても画像
特徴が変化してしまうため，さまざま
な環境の鉄蓋をさまざまな向きで撮影
した学習データが必要となっていまし
た．提案手法では， 3 次元幾何と機械
学習を効果的に組み合わせ，学習する
対象を 3 種類の平面クラスとするこ
とで，少ないデータから効率的な学習
が実現されています．また， 3 次元幾
何によって画像ごとに撮影角度を推定
し，それに応じた段差高さの推定をす
ることで，撮影角度の違いによる影響
を抑えることができるだけでなく，学
習データに存在していない段差高さの
推定をも実現しています．劣化の進ん
だマンホール鉄蓋を学習用に多数収集
することは容易ではないため，学習
データに含まれる劣化サンプルが少な
い場合にも精度良く劣化状態を認識す
ることができるのも提案手法の強みと
なっています．

深層学習による壁面領域抽出

壁面領域抽出では深層学習の一形態
である畳み込みニューラルネットワーク

（CNN：Convolutional Neural Network）
を活用しています．特に入力画像の画
素ごとに認識を行うCNN（4）を用いて
おり，各画素がどのような平面に属し
ているかを認識しています．対象画素
の周辺の画像特徴に基づいて画素ごと
のラベルを出力するCNNは，入力画
像とそれに合ったクラスラベルのマッ
プを合わせて学習データとすること
で，そのパラメータを学習することが
できます．

認識するラベルとして，段差形状を
構成する“上面”，“底面”，“壁面”の
3 つのラベルを用意し，人手によって
適切な学習データの構築を行いまし
た．学習に用いたクラスラベルのマッ

プを図 4 に示します．赤色部分が段差
の“上面”，緑色が“底面”，青色が“壁
面”に該当します．こうしたデータを
多数用意することで多様な条件下で壁
面の抽出を行えるモデルを学習しま
す．推定の際には，撮影した画像から
マンホール鉄蓋の領域を切り出し，学
習されたCNNに入力することで適切
な壁面マップを得ることができます．

鉛直面実寸法推定

壁面領域抽出によって壁面マップが
得られると，壁面マップに含まれる壁
面領域を用いて実空間における段差高
さの推定を行うことができます．高さ
推定の起点となるようなもっとも画像

図 4 　作成した学習用ラベルの例
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の上部となる画素を壁領域から選び出
し，起点からマンホール蓋の平面と垂
直になるような線に沿って壁領域の画
素数を数え上げることで，画像内にお
ける壁領域の高さを示す線分を求める
ことができます．この線分が実際にど
れくらいの長さを持つかを算出するた
めには，カメラ画像と実際の鉄蓋との
間の幾何関係を求める必要がありま

す．カメラの焦点距離と鉄蓋の直径が
既知であることを活用し，また画像に
射影される楕円形のパラメータを用い
ることで，マンホール鉄蓋を含む平面
に対するカメラの角度やカメラの高さ
を求めることができます． 3 次元幾何
によって求められる各パラメータを図
₅ に示します．これらのパラメータを
各画像について推定することで，カメ

ラの位置や鉄蓋の設置状況などが取得
画像によって変化していたとしても，
頑健な推定が可能となっています．

実際のマンホール鉄蓋画像への適用

実際に路面に設置されているNTT
のマンホール鉄蓋を用いて，劣化度推
定技術の精度を検証しました．

照明条件の異なるマンホール鉄蓋画
像に対して，壁面領域抽出を行った結
果を図 ₆ に示します．設置個所の明る
さが違っている場合や，一部分に影が
差している場合にも頑健に壁面領域が
抽出できていることが分かります．ま
た，劣化が進行したマンホール鉄蓋に
対して提案手法によって推定された結
果を図 ₇ に示します．摩耗した鉄蓋は
抽出される壁面領域が小さくなり，推
定される溝の深さも浅くなっているこ
とが見て取れ，受枠との間に段差が生
じている鉄蓋では大きな壁面領域が抽
出され，推定される段差高さも高く
なっていることが分かります．表面模
様の溝深さの推定結果をノギスによる
計測結果と比較した実験では，固定し
たカメラで撮影した鉄蓋の画像₁₇₀枚
を用いて推定を行い，ノギスによる計
測と比べて平均誤差₀.₅5 mmの精度で
推定できることが確認されました．

画像認識による劣化度推定を実現す
るにあたって，推定誤差が生じてしま
うことは避けられませんが，ある程度
の推定誤差を許しながら実際の点検現

カメラの高さ

鉄蓋を撮影するカメラの傾き

カメラから鉄蓋までの距離

図 ₅ 　撮影画像から求められるカメラと鉄蓋の位置関係

入力画像

壁面抽出結果

図 ₆ 　多様な照明条件下での壁面抽出結果の例
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場で活用する方法として，私たちはス
クリーニング目的での利用を想定して
います．点検対象となる多数のマン
ホール鉄蓋から劣化している可能性の
ある鉄蓋を漏れのないよう多めに抽出
し，詳細な判断は作業者の目視や現場
作業で行うという利用方法です．この
方法では，劣化鉄蓋が過剰に抽出され
る一方で，劣化している鉄蓋を取り漏
らす可能性を限りなく減らすことがで
きます．実際に路上に設置された鉄蓋
₁₀₀₀枚に対して提案手法によるスク
リーニングを適用する実験を行いまし
た．その結果，点検作業者によって摩
耗劣化と判断された鉄蓋を漏れなく見
つけられるような設定において，健全

な鉄蓋全体の 4 割程度が過剰に劣化
と判断される一方で， ₆ 割程度を確実
に劣化していない鉄蓋として点検作業
対象から削減することができました．

今後の展開

多様な条件下で撮影されるマンホー
ル鉄蓋の画像に対してその凹凸形状を
構成する平面クラスをAI技術によっ
て認識することで，頑健に劣化度を推
定する技術を確立しました．今後は確
立した劣化度推定技術を実際の点検現
場で活用することをめざし，実際の点
検現場における劣化認識精度の評価を
進めるとともに実運用における課題の
解決に取り組みます．
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設備保守における作業効率化の課題は，
マンホール鉄蓋以外にもさまざまな点検現
場で発生しており社会問題となっています．
NTTメディアインテリジェンス研究所では，
基礎的な画像認識技術の性能向上とともに
多様なフィールドにおける作業効率化への
活用を推進していきます．

◆問い合わせ先
NTTメディアインテリジェンス研究所
 画像メディアプロジェクト
 映像メディア処理技術グループ

TEL ₀4₆-₈₅₉-₂₁4₉
FAX ₀4₆-₈₅₉-₂₈₂₉
E-mail　kazuhiko.murasaki.be hco.ntt.co.jp

（a）　健全な鉄蓋 （b）　摩耗した鉄蓋 （c）　段差のある鉄蓋

入力画像

推定値

平均溝深さ：2.8 mm
最大段差：2.5 mm

平均溝深さ：1.6 mm
最大段差：2.6 mm

平均溝深さ：2.7 mm
最大段差：11.4 mm

壁面抽出結果

図 ₇ 　劣化した鉄蓋に対する劣化度推定結果の例


