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 はじめに 

建設作業者が減少傾向にあり，建設作業の技能伝承や

人材育成が課題となっている。このような背景から，鉋

掛け[1]やモルタル塗り[2]など，様々な技能のアーカイブ

化が研究されている。アーカイブ化を行うためには，対

象技能の要点を理解し，それを確実に計測する必要があ

る。要点を理解する上で，我々は熟練者と非熟練者の違

いを明らかにすることが有用だと考え，作業者の動作だ

けでなく結果も計測・解析することにした。そこで，使

用機材が規格化されている為に再現性の高い結果が期待

でき，かつ様々な建設作業に共通する「道具を対象へ押

し付ける」動作を含む，塗装作業に注目した。 

塗装結果の評価方法は，工業製品を中心に昔から研究

されてきた。例えば自動車のクリヤー塗膜は，BYK 

Gardner 社の Wave Scan などで仕上がり性を局所的に評価

する[3]。他方，ラインカメラを使って大域的に塗装面を

計測する例もある[4]。ただし，これらは機械の塗装結果

を対象としている。人間の塗装結果，特に熟練者・非熟

練者の差異を評価するには，画像だけでなく他の要素も

必要になりうる。そこで我々は，ローラブラシ塗装結果

から熟練者と非熟練者の違いを明らかにするには何を計

測すべきか，検討を行った。本稿では検討した計測項目

および塗装面画像撮影システムの詳細を述べる。 

 熟練者・非熟練者の差異計測法の検討 

熟練者・非熟練者の塗装動作の差異を見分ける上で，

塗装作業のどの工程に着目して計測・解析を行うべきか

を決めるため，東京都塗装高等技術専門校の講師へヒア

リングを行った。その結果，色付けを行う工程で画像か

ら大域的な評価がしやすい，中塗りを対象とした。塗装

動作は連続的な動作のため，対象を塗る間全ての動作を

計測対象にする。塗装結果については，ヒアリングを元

に下記 2 点を確認することにした。 

A 単位面積当たりの塗料塗布量がメーカー規定値に

近いか（塗料が過不足なく塗れているか） 

B 早く正確に対象を塗装できるか 

塗装作業が上記 2 点を満足しているか確認するため，下

記 4 項目を計測することにした。なお括弧内の値は，現時

点で定めた必要測定精度である。 

① 塗装前後の塗装対象の重量の変化（1g 単位） 

② 塗装領域の色ムラの分布（12-bit 深度） 

③ 未塗装領域の分布（1mm2以上の面積） 

④ 塗装作業にかかる時間（1 秒単位） 

①は，塗装前後での塗装対象の重量変化から計測する。

②，③の計測方法は 3 章で述べる。④は，[5]の手法を使

い，塗装作業者の動作と同時に計測する。 

 塗装面画像撮影システム 

撮影画像を比較するためには，撮影条件を揃える必要

がある。そこで Fig. 1 に示す計測ボックスを作成した。こ

のボックスに，塗装した撮影対象を設置し②・③の解析

用画像を撮影する。ボックスの大きさは，外形 W 1060 

mm×D 650 mm×H 600 mm とした。ボックス上面には，

②の条件を満たす，The Imaging Source 社の 12-bit 色深度

カメラ DFK38UX304（解像度 4096×3000）を設置した。カ

メラ用レンズは，③の測定精度を満足しかつ撮影対象全体

が撮影できるよう，VS Technology 社の VS-0828HV（焦点

距離 8mm）を採用した。撮影画像は，塗装面の色評価に

使われる，CIE L*a*b*色空間上で解析することにした。撮

影用光源として，スペクトル分布が CIE 標準光源 D65 に

近いYUJILEDS® 2835をボックス上面に設置した。ボック

ス端部の境界条件から生じる照明の不均一さ低減のため，

壁面にはアクリルミラーを配置した。 

塗装対象は，入手性・経済性を考慮し木材を採用する。

対象表面の平行度が高い程塗装面の色を正確に観察でき

るため，木材の中で平行度の高い MDF を採用する。使用

する塗料は，塗装面の色を正確に計測するため，鏡面反

射率が低いものが好ましい。そこで日本ペイント社のオ

ーデコートＧエコ（光沢なし）を採用した。なお MDF 表

面には下塗りは行わないものとする。塗装に使うローラ

ブラシは，[5]で作成したものを使用する。 

 以上の機材・条件で，2 章で定めた計測項目が測定でき

るか，予備実験を行った。その結果を下記で述べる。 

 撮影画像のノイズ補正 

②の色ムラを正確に計測するには，カメラ系起因ノイ

ズの除去が必要である。ノイズとして考えられる要素と
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して，照明の不均一さや撮像素子の熱雑音がある[6]。よ

って撮影画像は，下記のようにモデル化できる。 

𝐼𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑡𝑟𝑢𝑒(𝑥, 𝑦) × 𝑆(𝑥, 𝑦) + 𝐷(𝑥, 𝑦) (1) 

式中の𝐼𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑥, 𝑦) , 𝐼𝑡𝑟𝑢𝑒(𝑥, 𝑦)は撮影画像と理想状態画像，

𝑆(𝑥, 𝑦)はフラットフィールド補正行列，𝐷(𝑥, 𝑦)はダークフ

レーム，をそれぞれ表す。フラットフィールド補正は，

レンズに起因した明るさや照明の不均一さなどから生じ

る画像内の輝度の不均一さを補正する操作である。ダー

クフレームは，撮像素子に光が入射しない状態で撮影し

た画像で，オフセット値と熱雑音のみ含む。 

撮影画像からノイズを除去するには，(1)式を変形した 

𝐼𝑡𝑟𝑢𝑒(𝑥, 𝑦) =
𝐼𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑥, 𝑦) − 𝐷(𝑥, 𝑦)

𝑆(𝑥, 𝑦)
(2) 

から理想状態画像𝐼𝑡𝑟𝑢𝑒を求めればよい。そのためには，表

面色既知の物体を撮影し，事前に𝑆を求めておく必要があ

る。そこで，表面色が均一なキャリブレーションボード

を作成した。ボード表面には，塗装面と同様に鏡面反射

率が低くなるよう，非光沢紙を張り付けた。ボード表面

を Konica Minolta 製分光測色計 CM-600d で計測した結果，

L*，a*，b*の分散はそれぞれが平均値の１%未満だったた

め，ボードは均一な色味を持つものとした。 

ボードから求めた𝑆と(2)式を元に，ノイズが除去できる

か確認した。その結果を Fig. 2 に示す。左上はボードの補

正前画像𝐼𝑚𝑒𝑎𝑠，右上は補正後画像𝐼𝑡𝑟𝑢𝑒である。それぞれ

の RGB 色頻度ヒストグラムを左下・右下に示す。ヒスト

グラムから，補正により RGB それぞれの偏りが無くなっ

たため，期待通りノイズ除去できることが確認できた。 

  

Fig. 1 External view and internal view of measurement box 

 計測システムの性能確認 

撮影システムを使い，2 章で挙げた項目②③を達成でき

るか確認した。前述のように，カメラは 12-bit 色深度で撮

影可能なため，②は達成できた。撮影システムで撮影し

た塗装面画像から塗装だけを抜き出した画像を Fig. 3 左に

示す。この画像に 2 値化処理と K-means 法（K = 2）を適

用することで，Fig. 3 右のように未塗装検出できた。図中

の赤枠は，代表的な未塗装領域を表す。Fig. 3中央は Fig. 3

左右の対応する未塗装領域部分の拡大図であり，この画

像から 1mm 長が観測できることを確認した。これらから

③も達成可能であると確認できた。 

 

Fig. 2 Flat field correction result 

 

Fig. 3 Unpainted area detection 

 おわりに 

本稿では，塗装作業のアーカイブ化を見据えた，熟練

者・非熟練者のローラブラシ塗装結果の差異計測手法に

関する検討結果を述べた。特に，構築した計測システム

を使い，検討項目を計測できることを示した。今後は，

実際に熟練者・非熟練者の塗装動作をそれぞれ計測し，

その差異が何かを解析・検討すると共に，検討結果を元

に熟練者と議論を行う予定である。 
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