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Abstract 

Highway and roadway are usually constructed with materials that exhibit distresses 

after construction due to various loading， environmental conditions. The distresses are 

presented in the form of surface cracking in most situations. Successful automation of 

surface distress survey would reduce the overall cost of performing distress surveys and 

provide more objective and standardized results for rehabilitation management. For the 

inspection of the surface distress on pavement， the most widely used method to conduct 

such surveys is based on human observation. 

The goal of this paper is to develop a user-assisted method for detection of change of 

pavement surfaces caused by various loading. As a result， we constructed the computer 

system for surveying surface distress. And we obtained the databases to identify the 

relationship between surface images and opinions of inspector. 
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~ 1 はじめに

近年、高架橋やトンネル内部におけるコンクリート片

の落下など、建設構造物の早期劣化が顕在化し、その耐

久性や第三者影響度が大きな社会問題として取上げられ

るようになった。特に、構造物の表層部に発生するひび

われは、水や空気などといった外界物の進入速度を早め、

その耐久性を著しく低下させる恐れがある。

ここで，膨大なストックを有する道路(一般道路の実

延長:1， 155，438. 6km，平成 11年 4月 l日現在)の路上

点検は主に検査員の目視および車上感覚により実施され

ており，将来の熟練した検査員の不足や点検車両の低速

走行での事故・渋滞の解消のためには検査のシステム化

が必要とされる。

一般に土木用構造物の点検(検査)は、目視を主体と

した定期検査が行われるものの、劣化程度に応じた詳細

検査への移行は容易かっ迅速とはいえない。

そこで本研究では、アスフアルトやコンクリートによ

る舗装表面を対象として、事!離やひびわれといった表面

劣化を抽出するシステムの開発を行った。つまり、構造

物表面の画像処理、劣化抽出、データベース化といった

一連のシステムを構築し、その自動化の適応を検討した。
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図-1 舗装面における劣化抽出システムの概念図

特に本研究では構築したシステムの路面情報の診断手法

について概要を示すとともに、データベース上における

画像の劣化診断事例を示すものである。

~ 2 システム概要

既存の劣化抽出技術及び研究成果を考慮し、システム

自体が安価で拡張性があり、操作者が容易かつ迅速に扱

えるシステム構築を目的としている。

2.1検査対象と検査手法

道路を安全に運転する上で支障となるのは舗装表面の

剥離やひびわれである。そこで、社会的な影響を考慮し

道路利用者の安全性を図ることから、検査対象をアスフ

アルトおよびコンクリート舗装表面の“表面劣化"とし

た。つまり、道路舗装面および橋梁床板などにおいて、

道路の安全通行上問題となる比較的大きなひびわれや欠

陥を対象としている。

検査手法のスキームを図-1に示した。まず、検査機

器(ピデオカメラ)を搭載した走行式車両(検査車)が

対象となる道路を走行する。光源を有するデジタルカメ

ラは非接触にて路面劣化(凹凸)を撮影することを意図

しており、日照、天候や気温などといった検査条件に左

右されないシステム開発を目指している。続いて、撮影

された舗装面は搭載されたハードディスクに画像データ

ベースとして記録される。構築したソフトウェア上でこ

の画像データは画像処理及び劣化抽出などといった演算

加工が行われ、舗装面の劣化状況やその位置を瞬時に出

力することとなる。特にこれら一連の作業をシステム化

することにより、路面表面の劣化を自動的に抽出するこ

とが大きな特徴となる。そして本結果をもとに、道路管

理者は劣化性状や頻度を踏まえて補修すべき路線の優先

順位や規模を決定することとなる。

2.2劣化抽出システムの構成

本システムは GIS(地理情報システム)ソフトを用い

て、画像処理/図化/劣化抽出の 3つのサブシステムか

ら構成される。(図 2) 

(1)画像処理サブシステム

まず路線図を作成するために、デジタルビデオカメラ

で撮影された画像の処理を行う。また、車両の走行スピ

ードに対応して画像を切断し、隣接する画像同士の結合

を行うこととなる。

(2)図化サブシステム

GIS機能の特徴のーっとして、画像情報に地理情報を

付加することにより空間情報とすることが挙げられる。

本サブシステムは上記で作成された画像に座標を付加し、

路線地図を作成する。これより、路面上のひびわれを画

像(図)として定性的に把握することとなる。

(3)劣化抽出サブシステム

地囲内の画像情報を特定の闇値で分割することにより、

舗装部(健全部)と劣化部とに分割する。地図内の座標

情報をもとに、劣化中心部の座標と長さを抽出する。 v

れより、ひびわれを定量的に把握することとなる。

~ 3 実験計画

3. 1舗装の分類

舗装の種類において、アスフアルト舗装のものはA、

コンクリート舗装のものを Cとする。本研究における劣

化の深さにおいて、 5 m m以上のものを深い、これ未満

のものを浅いと判断し、それぞれDおよびSとした。劣

化の幅において、 5mm以上のものを広い、これ未満を

狭いとして、それぞれ W およびNとした。実験上分類さ

れた舗装はこれらの記号により 8通りとなり、これを図

-3に示した。
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国一 2 劣化抽出システムのフロー図

3.2舗装の画像抽出

撮影された舗装面は画像データベースとして記録さ

れた。本研究のひび割れ抽出の特徴として、ひび割れ部

を影として把握することから、データの記録手法はグレ

ースケールを用いることとした。これより、ひび割れ抽

出精度を落とすことなく個々のデータの容量を小さくす

ることが可能となり、後の画像処理においても効率なも

のとなった。これら画像データは、構築されたソフトウ

ェア上で、画像解析や劣化抽出といった演算加工が行わ

れ、舗装面の劣化状況やその位置を瞬時に出力すること

となる。

構築したシステムにおいて、ひびわれの定性評価と定

量評価の事例を以下に示した。

~ 4 結果及び考察

ひびわれ抽出におけるシミュレーション実験の結果か

ら、構築されたシステムの検討を行った。

舗装の種類

A:アスフアルト

C:コンクリート

A 

c 

劣化の深さ

S:浅い

D:深い

s 

D 

s 

D 

劣化の幅

W:広い

N:狭い

W 

N 

W 

N 

W 

N 

W 

N 

図-3 舗装の分類
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圏一 4 舗装面における劣化抽出処理の図化
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圏一 5 システム内における画像データと属性データの表示

4. 1劣化抽出の定性評価

舗装面におけるひびわれ性状を図 4に示した。

まず、舗装材料(母材)の影響としてアスフアルトと

コンクリートとの比較を行った。コンクリート舗装はア

スフアルト舗装より明確にひびわれが抽出されているこ

とが理解された。特に、デジタル画像から 2値化画像、

ライン化へと処理するにしたがって、より鮮明に認識で

きた。このことは、コンクリート舗装面がアスフアルト

に比し平坦で‘あることと、ひびわれ部と路面(健全)部

との明度差が大きいといった材料特性から差異が出たも

のと判断された。

続いて、ひびわれ幅および深さ要素の検討を行った。

コンクリート舗装において、ひびわれ幅の小さい CSN

は、実際のひびわれが図中の右端まで延びているにもか

かわらず、 2値化処理後の画像では劣化と認識されず、

ライン変換後もひびわれとして抽出されなかった。これ

より、コンクリート舗装では、ひびわれ幅が狭いものは

認識しにくいことが理解された。アスフアルト舗装にお

いて、 ASW、ASNの舗装より、 ADW、ADNの舗装の

ほうがひびわれを明確に抽出した。これより、アスファ

ノレトでは、ひびわれ幅よりむしろ深さの要素が重要と把

握された。

以上の結果、本システムはコンクリートやアスフアル

トといった両舗装においてひびわれの定性評価が可能と

判断された。主た、ひびわれ幅や深さにおいて、運転上

危険となるものを正確に評価することが理解された。

これより、ひびわれの性状と位置(分布状況)が定性

的に把握され、舗装面における安全性判断の基礎的資料

をf与ることとなった。

4. 2劣化抽出の定量評価

本システムは、上記画像による定性評価をもとに定量
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評価を行うものである。記録された舗装面において、ひ

びわれおよび舗装面を、それぞれライン認識および無認

識する。舗装置における劣化認識の事例を図-5に示し

た。画面右上部に定性評価(ライン)が示され、画面右

下部に定量評価結果(表)が提示された。表内にはライ

ン番号とこれに対応したライン中心位置 (X，y) とライ

ン長さ (Length)が示されている。これより、ひびわれ

の定量評価が把握されるとともに劣化抽出システムの構

築とそ⑩自動化が確認された。このことは、舗装面の安

全性診断の基礎的資料を得ることを意味する。

なお、本システムは、舗装面のひびわれ性状を自動的

に検知するだけでなく、専門知識を有さない一般の操作

者でも容易に活用できるものとなった。また、データベ

ースの構築により、道路管理者は補修路線の優先順位、

補修の時期や規模、対策方法の選定を容易に判断するこ

とが可能となった。

~ 5 まとめ

舗装面の劣化抽出システムの自動化を検討した結果、

次のような結論が得られた。

(1)本システムはアスフアルトやコンクリートといった

舗装面の材質によらずひびわれを抽出することが理

解された。

(2)ひびわれ抽出要素において、コンクリート舗装では

ひびわれ幅、アスフアルト舗装ではひびわれ深さが

重要と把握された。

(3)舗装面のひびわれ長さおよび中心座標は自動的に抽

出されることが理解できた。

(4)本システムによる定性および定量データは、路面安

全性を判断する基礎的資料となる。

なお、構築された本システムは、ひびわれの位置およ

び分布状況を自動的に評価するものであり、今後劣化部

抽出の精度向上のみならず、他部材への適用等さらに改

良を行う予定である。
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