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Abstract

本稿は、自律移動化したデジタルカメラによる屋内

壁面の点検作業に関するものである。ここでの点検と

は、コンクリート構造物の維持管理に不可欠な、壁面

ひび割れ（図 1）の監視を指す。本カメラシステムの特
徴は、単純に壁面画像を撮影するだけでなく、画像か

らひび割れを検出し、その部分についての拡大画像を

改めて撮影するといった作業を、システムが自動で行

うことである。本稿では、広範囲の壁面環境からひび

割れ部分の拡大画像を自動撮影する作業について、そ

の効率化手法と検証実験の結果について述べる。

1 はじめに

現在、コンクリートで作られた構造物は多く存在す

るため、それらを維持管理し、長期間使用していくこ

とは重要である。しかし、技術者の不足や、人為的ミス

による点検結果の客観性欠如などが問題となっており、

少人数の技術者でも信頼性高く、効率の良い維持管理

を可能とする点検システムが必要とされている。

従来、コンクリート構造物点検の自動化技術として、

画像を用いたひび割れ計測の技術が提案されている

[7][9]。これらは、画像撮影の作業に人手を要するため、
自動化には限界がある。筆者らは、このような技術を、

自律移動可能なカメラシステムへ応用することで、さ

らなる自動化が期待できると考えている。そこで本研

究では、自律移動化したデジタルカメラに自動点検機

能を加え、点検すべき場所を効率的に提示可能なシス

テムを提案する。なお、移動カメラでの人工物点検に

関するシステムは、従来からいくつか実現されている

[1][2] が、それらのコンセプトは、カメラを移動しなが
ら撮影した壁面画像を蓄積し、実際の点検に関する判

断は人手に頼るというものであった。一方、本研究で

は、広範囲の環境を点検対象とする前提の元で、ひび

割れ箇所の提示までをシステムに行わせる。すなわち、

図 1 壁のひび割れ

人間が点検すべき箇所をカメラシステム側で選び出し

て提示することで、さらなる作業効率化を目指す。

本カメラシステムでは、人手の関わる部分が少ない

ため、システム側の動作アルゴリズムを工夫すること

でパフォーマンスの向上が期待できる。そこで本稿で

は、画像の撮影計画法を提案し、広範囲の環境からひ

び割れの詳細画像を撮影する流れを効率化する。

撮影計画は、「巡回点検」、「詳細点検」の二段階から

成る。一段階目の巡回点検では、広範囲の壁面を低解

像度の画像で撮影し、そこからひび割れの可能性があ

る箇所を検出する。二段階目の詳細点検では、巡回点

検でひび割れの可能性があると判断された箇所を、拡

大した画像で撮影する。この流れで、点検が必要な箇

所のみ提示する作業を自動化する。

2 問題設定とアプローチ

図 2は、本研究で想定する点検作業の概念図である。
ここでの点検とは、コンクリート構造物の維持管理に

不可欠な、壁面ひび割れの監視を指す。

2.1 点検対象

点検対象は、屋内のコンクリート壁面とする。この

ような建築物は、我々の周囲によく存在しており、一般

的な環境である。本研究では、大学構内の壁面の平面

部分を点検対象として、検証を行う。点検作業では、こ



図 2 点検作業の概念図

の壁面に生じた幅 0.3mm、長さ 1m以上のひび割れを
検出できれば良いとする [5]。このとき、人間が視認可
能な程度で、照明等の光源が存在することを想定する．

2.2 移動カメラシステム

図 3は、本研究で用いるカメラシステムである。カ
メラは、Sony 社製のデジタルカメラ DFW-710 と、
SPACECOM社製のズームレンズ H10X8M-II で構成
する。このカメラを、ベストテクノロジー社製のモー

ター Dynamixel DX117 によるチルト機構に搭載する。
このとき、カメラを水平にしたときの光軸の向きが、ロ

ボットの進行方向に対して直交するように設置する。一

方、移動台車は、筑波大学知能ロボット研究室で開発

された車輪型移動ロボット「山彦」を用いる。これらの

動作制御は、ノート PC(IBM社製 ThinkPad X40)に
より、シリアル通信を介して行う。

2.3 アプローチ

本研究では、カメラシステムが自動で獲得すべき情

報として、以下を定める。

1. ひび割れの位置
2. ひび割れの形状
3. ひび割れを含む壁面の拡大写真

1.、2.は、壁面全体の状況を提示するのに有用である。
3.は、人手で詳細な点検をするために必要である。
これらを一台の移動カメラで行う場合、二つの対照

的な要求が生じる。(1)一枚の画像で出来るだけ広範囲
を撮影し、ひび割れの全容を検出し易くすること、(2)
0.3mm 程度の細いひび割れを、詳細に計測可能にする
こと、である。そこで、カメラシステムの動作を、巡回

点検と詳細点検という 2つの機能に分ける。巡回点検
には、ひび割れの位置・形状を大まかに調べる役目が

ある。また、細いひび割れが存在しそうな領域を推定

し、詳細点検への橋渡しをする役目もある。一方、詳

細点検には、後に人間が計測するために、ひび割れ部

分の拡大画像を提供する役目がある。また、巡回点検

では検出しきれなかった細いひび割れを、できる限り

視認できる状態で撮影し直す役目もある。

図 3 カメラシステム

カメラシステムには、建物内の地図を事前に与えて

おく。システム側では、壁面全体を漏れなく点検できる

よう、この地図を基に撮影位置を決める。また、点検対

象の壁面について、平面の白地図を定義しておき、巡

回点検での撮影画像やひび割れ情報を貼り付ける。こ

れにより、壁面全体の状態を一目で把握可能にする。

3 ひび割れ検出の流れ

本章では、巡回点検時に撮影した画像から、ひび割

れを検出する流れ [3]を概説する。

3.1 画像からのひび割れ検出

ひび割れは、細く黒い線として画像に映り込む傾向

がある。そこで、エッジ検出処理を利用し、細く長い

エッジをひび割れ候補とする。ただし、それだけでは、

建物の柱などの人工物から抽出されるエッジとの区別

がつかない。そこで、下記の手順でひび割れらしさを

判別し、所定の長さ以上のひび割れを検出する。

1. 基礎処理として、gaussianフィルタ、laplacianの
2次微分、2値化、細線化を順に行う。

2. 細線化された画素に対し，チェーンコード [6]を作
成する。

3. ある程度長さのあるチェーンコードについて，ベ
クトル化を行い線分に分割する。

4. γ-ωハフ変換 [8]を用いて直線性を調べ、直線性
が高いエッジは，ひび割れの候補から除外する。

5. 残ったエッジの中で，チェーンコードがある長さ
以上のものをひび割れとする

なお、巡回点検で撮影する画像は、1 mmのひび割れ
が 1 pixel以上の太さで映り込む程度の解像度を保つ。
これは、壁までの距離やレンズのズーム値などに依存

するため、撮影計画に含める必要がある。

3.2 検出結果の統合

壁面全体のひび割れ状況を把握するために、巡回点

検で撮影した画像を統合する。具体的には、壁面全体



図 4 座標系の定義

の白地図を一枚の大きな画像平面に見立て、透視投影

変換を用いてその平面上に撮影画像を投影する。以後、

壁面全体の画像を壁面画像と称する。図 4に座標系の
定義を示す。変換計算は以下のようである。

Aをカメラの内部パラメータ行列、Rを回転行列、

T を並進移動ベクトルとすると、透視変換行列 P は

P = A[R|T]で表される．画像上の点を m̃ = (u, v, 1)、
世界座標系上の点を X̃ = (X,Y, Z, 1)と表すと、透視
変換の式は、λm̃ = PX̃と書ける．λは定数である．

ここで、壁面画像が Y = 0の平面に重なると考える
と、変換式を以下のように簡略化できる [4]。Rij，Tx

は、それぞれ行列R，ベクトル Tの要素である．

λ

 u

v

1

 = A

 R11 R13 Tx

R21 R23 Ty

R31 R33 Tz


 X

Z

1

 (1)

この新しい変換行列を PXZ とおく。

そして、壁面画像の変換行列、画像座標をP′
XZ、m̃′、

世界座標系における壁上の点の座標を X̃XZ とすると、

それぞれ以下の変換式が成り立つ。

λm̃ = PXZX̃XZ

λ′m̃′ = P′
XZX̃XZ

(2)

これを変形すると、以下の関係式が導かれる。

λm̃ = PXZP′−1
XZλ′m̃′ (3)

これより、壁面画像上の座標が、巡回点検での撮影画

像でどの座標に相当するかを求める。

4 撮影計画

本研究の撮影計画は、巡回点検、詳細点検の二段階

から成る。本章では、撮影の効率化に深くかかわる技

術要素として、巡回点検の結果から詳細点検の視点を

決める方法を述べる。

図 5 格子の当てはめ例

図 6 撮影領域の決定

4.1 巡回点検の役割

巡回点検では、カメラを動かしながら画像を撮影し、

3.1節の流れでひび割れを検出する。そして、カメラの
位置情報を元に、3.2節の方法で壁面画像を構築する。
同時に、ひび割れの位置と形状も記録し、詳細点検で

の撮影ポイントの選択に利用する。なお、作業効率を

上げるため、巡回点検では一枚の画像に映し込む領域

を広めに設定して、撮影枚数を少なくする。

4.2 詳細点検のための撮影位置決定

詳細点検では、ひび割れが存在する領域の拡大画像

を撮影する。このための撮影領域を以下のように決め

る。まず、図 5のようにひび割れが検出された部分を
抜き出し、小さな格子に分ける。この格子の大きさは、

カメラをズームアップした後の撮影で、一枚の画像に

写したい壁領域の大きさから決める。

なお、格子は単にひび割れ部分のみで設定するだけ

でなく、巡回点検では検出できなかったがひび割れの可

能性が高い部分にも設定する。図 6に示すように、も
し格子の分割線上をひび割れが跨いでいた場合、その

両隣の格子に 1点ずつ投票し、最終的に投票値が 2点
以上となった格子を選ぶ。また、投票値が 1点である
格子はひび割れの途切れがあると考え、その間の格子

も撮影対象に加える。これにより、例えば一本のひび

割れの一部が細くなっていた場合、巡回点検で検出さ

れなくとも、詳細点検の撮影対象となる。



図 7 検出したひび割れ

図 8 撮影計画の結果

5 実験と評価

実際の屋内環境で点検を行った。対象環境は、大学

構内の廊下で、幅 7 m 、高さ 2.5 m の壁面とした。こ
の壁面に沿ってカメラシステムを自動走行させ、チル

ト機構を動かしながら巡回点検を行わせた。その結果

を基に撮影領域を計画させ、同様の走行経路で、詳細

点検のための撮影を行わせた。

図 7は、巡回点検で撮影した 90 枚の画像をつなぎ合
わせ、壁面全体を表現したものである。検出されたひ

び割れを赤線で重畳して示している。なお、撮影位置

によっては照明状態の悪い画像もあるため、撮影時に

カメラの露光値を自動調整して、ひび割れの検出率を

落とさないよう工夫している。

図 8は、詳細点検のための撮影領域を選択した結果
である。最終的に、青い印のついている場所が撮影領域

として得られた。巡回点検でひび割れが途切れている

場所にも、撮影領域が設定できていることが判る。図 9
は、詳細点検で撮影された画像例である。巡回点検時

の 10 倍の解像度で、1 pixel が 1/10 mm の大きさと
なるように撮影でき、0.3 mm のひび割れならば計測・
診断を行うことが十分に可能である。

6 まとめ

本稿では、画像壁面の点検作業を自動化するための

カメラシステムについて述べた。本システムでは、単

純に壁面画像を撮影するだけでなく、撮影画像からひ

び割れを検出し、分析が必要な部分について拡大画像

を改めて撮影することができる。この自動化において、

ひび割れ画像の撮影計画法を提案・実装した。この技

図 9 詳細点検における取得画像の例

術を搭載したシステムによれば、人間が点検すべき箇

所をカメラシステム側で選び出して提示することがで

き、点検作業自体の効率化が期待できる。

今後の課題として、さらなる自動計画能力の構築が

挙げられる。台車の動きに関しては、本報告の時点で

はあらかじめ与えたが、図 2に示すように台車にレー
ザスキャナなどを搭載することで、巡回経路も自動化

することが望まれる。また、本研究では、壁面は平面

のみと限定して実験を行っていたが、これをより複雑

な環境へ適用することが挙げられる。カメラシステム

自体は自律移動機能を有しているため、壁面の形状に

応じた撮影計画へ拡張することは十分に期待できる。
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