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In recent years, the aging of the road structure has progressed, and the importance of inspections and 

investigations has further increased. Since June 2006, the road bridge of 2.0 meters or more has to be regularly 

inspected every five years, the work of the inspector is increasing. On the other hand, as the number of civil 

engineers decreases along with the declining birthrate and aging population, burdens on the subjects to be 

examined increase, and labor saving of inspection work is desired. 

In this research, we focused on cracks in concrete generated in structures and developed a technology to 

automatically detect cracks from digital images. In this paper, we report the development function and the outline 

of the development situation. 
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1. はじめに 日本の道路インフラは，高度経済成長期に数多く建設され，その高齢化が進み，劣化損傷が増加し続けている．今後，これらのインフラ構造物を維持し続けるためには，適宜最適な維持計画を立案し補修する必要がある．維持計画を立てる上で重要となるのが，精度の高い「点検」である． 
H26年 6月より，2.0m以上の道路橋に対し，五年に 度の定期点検が義務付けられた．(1)これに伴い点検に係る作業は増加し続けている． 方で，労働人口の減少により土木技術者の減少も進み，点検従事者への負担がより大きくなっている．こうした課題の中，我々は構造物に発生するコンクリートひび割れに着目し，デジタル画像からひび割れを自動検出する技術を開発した． 開発技術は 2014年度から，国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）より研究開発委託業務として，首都高技術，東北大学，産業技術総合研究所の三者が協力して行った．開発内容は，ひび割れ自動検出を始めとし経年変化検出，デジタル画像データの自動パノラマ化な

ど実務に導入可能な機能を実装し，容易に活用できるシステムを構築し事業化することとした． 本稿では，本開発技術を概説するとともに，核となる技術であるひび割れ自動抽出技術について解説する． 
 

2. 開発技術の概要 開発技術は要素技術開発で留まるものではなく，実務で活用できるシステムを構築することを前提とし，事業化への利用形態も考慮して以下のシステムを開発した． 目標性能として，橋梁などで補修が必要な目安である
0.2mmのひび割れを対象とし，検出精度 80％以上とした．また機能は，ひび割れの位置，幅，長さ，および形状を自動で検出し，描画できるシステムとした．それに対し，従来の点検では，構造物に近接し点検しながら，ひび割れの発見・記録を現場で野帳などに記録し，帰所後に CAD（データ）化しているが，これらの作業の多くは人手に頼っている． 現況調査で記録すべきひび割れの情報としては，発生位置，幅，長さ，総延長，範囲，発生パターン，深さ，段差な 
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どがあるが，自動検出技術の開発に際してはカメラ撮影画像からの読み取りが困難な深さおよび段差は対象としなかった．その代わり，人が画像からひび割れと判断し得るものは全て検出対象とし，ひび割れと判断しないものは極力検出しないこととした．様々な状態に置かれたコンクリート構造物の多様な外観にも左右されず，0.2mm以上のひび割れを 80%以上の精度で検出することを数値目標とした．精度についてはその算出方法とともに後述する． 利用形態としては，現行の点検業務に円滑に導入されるよう点検従事者の行動や携行機材の変更は軽微に留めることとし，撮影はデジタルカメラを手持ちで扱って行うことを想定した．そして，撮影不良などによって再度現場へ向かうなどの手戻りを防ぐため，撮影した点検現場でひび割れ検出が行え，検出結果が確認出来るシステムを実現することとした．また，大きな構造物の撮影にあたっては，対象を部分的に撮影した複数の断片画像を合成して全体の画像を得るパノラマ合成技術が周辺技術として不可欠と考えられたため，これも開発することとした． 
2014年からこれまでの技術開発によって，初年度 61％の検出精度であったものが 2017 年末の時点で 82.4%に向上した．図１に例示した検出結果のように，開発技術の特徴として過検出を抑えながら見落としも少ないことが上げられる．さらにこの技術をひび割れ検出サービスとして機能す

るようクラウド上に利用システムを構築し，点検現場でもオフィスでもひび割れ検出結果を確認できるようにした．これにより，インターネットに接続していれば簡単な操作でひび割れ検出を実行でき，結果を確認出来るような利用環境を実現した．現在，キャリア回線や Wi-Fi が利用可能であれば，現場やオフィスからでも利用でき，撮影画像１枚当たり 20秒余りで結果が得られるシステムとなっている．また，本システムは，実証の 環として点検事業者を主な対象に試験公開している． 試験公開：ひび割れ検出Webサービスβ 【https://concrete.mihari.info】 
 

3. ひび割れ自動検出 これまで画像処理などの研究分野において，ひび割れ検出は長年取り組まれてきたテーマであり，様々な手法が提案されてきた．しかしこれらの技術では，風雨や通行車両の排出物等の様々な環境要因に長年晒され多様な表面状態を示すコンクリート構造物に対応できず，ひび割れ以外の型枠跡や，チョーク跡といったひび割れではないものを実用レベルまで排除できない．このため，ほとんどのひび割れ調査が手作業で行われているのが現状である．その課題に対し，我々はひび割れの見落とさずに，ひび割れ以外の事象の 

図 1 ひび割れ検出結果の比較 
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 誤検出も極力抑えることを目標とし開発に着手した． 我々はひび割れ特有の谷形状に着目し，抽出した特徴パターン（図 2）を機械学習させることでひび割れ検出を行う技術を開発した．ひび割れを撮影した画像に対して人（専門家）がひび割れ箇所をトレースして教師データとして用い，入力画像からひび割れに最適化した特徴抽出を行い，特徴パターンからひび割れの有無を判定する識別器に学習させた．実データを用いて学習することで，ルールを規定して外乱除去等の処理をすることなく，実環境の様々な変動に対応可能な識別器を実現できた． 識別器には，ディープニューラルネットワーク用いており，これによりひび割れを高精度で自動的に検出することが可能となった． 
 

4. 学習用データの取得 多様なひび割れを高精度で自動的に検出するにあたり，前述した学習型識別器に，様々なひび割れの特徴を教示する必要があった．学習データを収集するため，日本各地で様々なひび割れを撮影し，トレースすることで教師データとした． 学習用データを取得するため以下の内容を実施した． 

 

(1)発生原因別ひび割れ写真の取得  ひび割れ発生の原因は，乾燥収縮，アルカリ骨材反応，凍害，塩害，中性化，疲労，耐力不足などである．本技術では，これらの発生原因に左右されずに，高精度でひび割れを自動検出することを目標としているため，様々な要因によって損傷を受けた構造物を対象に撮影し，データを取得した． 
(2)ひび割れ特徴の教示  従来のひび割れ検出システムで誤検出する表面変状は，チョーク跡，型枠跡，あばたなどがある．これらの表面変状とひび割れを大別し，それぞれをトレース（図 3）し，教師データを作成した． 
 

5. ひび割れ自動検出結果 学習済みの識別器を用いて，ひび割れを自動的に検出した結果を図 4 に示す．現在，ひび割れ検出精度は 82.4％であり，目標としていた 80％以上を満足することができた．これまでの技術による検出結果に比べても，チョーク跡，型枠跡など，誤検出されていたものが排除できており，開発中の本システムによる検出結果が，より点検技術者が出す結果に近いことがわかる． 
 

図 2 谷形状特有パターン 図 3 学習データの作成 

図 4 ひび割れ検出結果 
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図 5 精度評価指標の概要 

 

6. 検出精度の評価方法 従来，ひび割れ自動検出技術の評価は，ひび割れを見落とさないことが重視され，画像中に存在するひび割れのうち正しく検出したひび割れの割合を数値として示すことが多かった．しかしながら，実務に導入するにあたっては，ひび割れ以外のものを誤って検出してしまうことも考慮しなければならない．実際，市販されている検出ソフトを利用している事業者へのインタビューにおいては，検出結果から汚れやチョークライン，型枠跡などの誤検出を手作業で取り除くことにかなりの労力を割いており，検出ソフトの導入は効率化には寄与していないとの回答があった． 開発しているひび割れ自動検出技術も他の類似技術も検出されたひび割れ候補を何らかの評価軸によって点数化し，閾値を設定して選別を行っている． 般的にこの閾値を下げれば検出結果から見落としを少なく出来る反面，誤検出が多くなり，上げれば逆に働くトレードオフの関係となる．このような点数化された出力を評価する場合，多くは見落としと誤検出についてＦ値をとることが多い．しかしながら，開発者などのその検出システムを熟知した者が試験サンプルをもとに調整して算出した場合と， 般利用者が様々な利用条件で使用した場合には乖離する場合がある． そこで本開発課題では，より客観的な評価指標として 
MAP(Mean Average Precision)を採用した．これは情報検索や機械学習の分野では 般的な評価手法で，検出結果に誤りが含まれていない割合と正解の内どれだけ検出できたかの割合について，閾値を動かしながら集計し平均を算出したものである．図 5 に示すグラフのように見落としが少なく誤検出も少ないほど右肩が張り出すことになる． 開発しているひび割れ自動検出の精度はこれを用いて算出しており，単に見落としだけに着目して算出した精度とはそのままでは比較できないが，実用に供した場合の利用者が求める性能指標としては適切と考えている． 

7. ひび割れ自動検出がもたらす可能性 開発した手法により，ひび割れを高精度に自動検出することが可能となれば，コンクリート構造物の近接点検を部補完することが期待される．従来の近接点検と比較しながら，デジタル画像を用いた点検の可能性を考察した． 
(1)従来の近接点検 近接点検では，高所作業車などの足場を用いて構造物に近接して点検するため，費用や時間がかかる．しかしながら，触診や打音などによる目視以外の情報も含んだ構造物の状況確認が同時に行え，目視のみでは確認が困難な浮きなどの損傷も把握できる． 
(2)提案するデジタル画像を用いた点検 従来の近接点検で行われている，触診や打音といった視覚以外から得られる点検を伴う場合には，同様に高所作業車等が必要になり，費用的なメリットは少ないものの，事前にデジタルカメラを用いて構造物の表面を撮影し損傷位置が容易に記録できることで，点検時の作業時間を削減し，規制時間の低減や，1日当たりの点検数量が増加し，結果として渋滞の減少に繋がり，トータルコストが圧縮されることも考えられる．また，記録したデジタル画像データを用いて作図された損傷図は，ひび割れの実態を写し込んだ画像から作図するため，損傷位置や損傷の進展を正確に把握することができる．以上のことから，従来の点検の 部を補完するのに十分な効果を得ることができ，最適な補修計画が立案できると考えている． 
 

8. まとめ 開発したひび割れ自動検出技術によって，目標としていた 80％以上の検出精度を満足することができ，従来技術に比べて，良好な結果を得ることができた．また，試験公開サービスにおいて実施したユーザーへアンケートを集計したところ，求められる検出精度については平均で 84.4%であったため，もう少し検出精度を向上させたい．  今後は事業化に向け，よりユーザーニーズを満足し，インフラ維持管理に資する技術の開発に取り組んでいきたい． 文   献 
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