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無線LANボートを用いた桟橋上部エ下面の

点検・診断システムとその運用

小笠原哲也l*・水野 剣—1 • 本山 昇2

酒井貴洋3.杉本英樹2

Inspection and Diagnosis System on the Lower Side of 

the Pier Using a Wireless LAN Boat and its Operation 

Tetsuya 0GASAWARA1*, Kenichi MrzuNo1, Syou MoTOYAMA2, 

Takahiro SAKAr3 and Hideki SuGrMoTo2 

Abstract 

211 

The inspection and diagnosis of the lower part of the pier is the concerning problem due to the poor 

working environment and labor shortage. In order to address this problem, we have developed the 

inspection and diagnosis by using wireless LAN boat. The camera attached with wireless LAN boat 

captures image and these images are studied by various images processing method for the inspection 

and diagnosis. In addition, we have developed a method that automatically determines the degree of 

degradation from the captured images. These results have been applied to the 45-year-old pier and 

compared with the expert judgment. In this paper, the usefulness of the inspection efficiency and the 

degradation judgment from the proposed development method has been discussed. 

l. はじめに

漁港施設は，長きにわたり国民の生活基盤として機能

してきた一方で，老朽化が進行しており，効率的かつ効

果的な維持管理• 更新を実施することが急務である。

一般的な漁港施設である桟橋の調査では，専門知識を

有する者が小型船に乗り込み，狭陰な空間で知識を駆使

しつつ船上から観察して劣化状態を把握する方法が一般

的であり，専門知識を有する者の確保に留意する必要が

ある。

2018年10月31日受付， 2018年11月19日受理

また船舶の接岸中や潮間での点検になりやすく，点検

時間や点検空間に制約を受けることや，潮位の状況によ

っては，夜間作業になることがある。さらに点検中には

航跡波などの波浪の影響を受けるため，点検には相応の

時間とコストが必要となる。また長時間の調査に従事す

るため，点検者には多くの負担を強いることとなり，安

全面・ 衛生面で問題となりやすい。さらに従来の目視点

検では操船者と点検者が乗船するため，小型船であって

も，ある程度の大きさが必要となり，桟橋の前垂れ部の

ような狭陰な部位がある箇所に進入できず，施設全体を

キーワード：桟橋の維持管理，点検，無線LANボート，コンクリート劣化

Key words : Maintenance of pier, Inspection, Wireless LAN boat. Concrete deterioration 
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十分に点検できない場合があるという課題もある。

また漁港施設は， 供用期間が30年以上であるものが多

く，供用中に担当者が交替し，適切な維持管理情報が保

管されないことや客観的なデータが不足することで，点

検 ・診断結果が適切に引 き継がれないことがある。

そこで箪者らは，専門知識を有する技術者が直接桟橋

下部に行かずに制約された時間と空間において効率的

に点検が可能と なる無線LANポー トを用いた点検 ・診

断システムの開発を行った。

本技術は，専門知識を有する技術者が直接桟橋下部に

立ち入らずとも客観的な画像データを取得して点検・調

査でき，かつ調査効率を向上できる。さらに，撮影した

大批の画1象を画像解析技術であるSfM/MVS(Structure 

from Motion/ Multi-view Stereo) により， 自動的に3D

モデル化 し，また専用の劣化診断ソフ トにより定羅的な

劣化診断および劣化状態の経II寺変化の把握（モニタリン

グ）を可能とする。

2. 技術の概要

l) 点検診断システムの概要

本システムは現場で桟橋上部エ下面の撮影を行う無

人の無線LANボー ト G-BoatR :Photo 1参照）と，撮

0,IJLANポートの主な仕"
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Fig.l System constitution and procedures for inspection and 
diagnosis. 

影したデータをあと処理する劣化診断ソフトから構成さ

れる (Fig.1参照）。

2) 無線LANボートの概要

無線LANボートは， Photo1に示すように市販のラジ

コンボートに，撮影用と操船用のカメラ，動揺抑制装置

（以下ジンバルと称す），画像伝送無線機やLED照明な

どを搭載したものである。

船体は全長2.2m, 全幅Um,全高0.65m, 重拡57.5kg

の大きさであり，桟橋上部エ下面と水面との距離が

80cm程度確保できれば，桟橋下側に進入できる。操船

は，船尾に配備した 2基のスラスタを無線遠樅操作する

ことで行い，前後方向へ自由に， 左右へは回頭させて航

行することができる。船体前部に設置した操船用カメラ

の画像を無線伝送して，桟橋上でリアルタイムに確認し

ながら操船を行う (Fig.2参照）。動力には船体に内蔵

したバッテ リを使用しており ，油流出の懸念はない。

無線操作式であるため，ポートは制御ケープルで繋が

れておらず，ケープルの干渉を懸念することなく，杭が

林立する桟橋下側の悔面を自由に走行することができる。

ボートの船体中央には，桟橋上部エ下面を撮影するた

めのカメラを搭載した。撮影用カメラには，市販の一眼

レフカメラを使用しており，動画撮影時の画素数は最大

3,840 X 2,180の約840万画素である。撮影用カメラの映像

は，無線機によって伝送され，陸上に設齢したモニタに

リアルタイムで表示される。

撮影用カメラについては， ジンバルを介して搭載する

こととし，航跡波などの波浪によ って船体が動揺しても

カメラの動揺屈を抑制でき ，安定的・ 効率的に桟橋下面

を撮影できるようにした。

他にジンバルを使用する大きなメリ ットとして，桟橋

上の操作者がジンバルを無線遠隔操作することで，カメ

ラを任意の方向に向けられることが挙げられる。桟橋上

でリアルタイムに画像を見ながら，撮影したい箇所を自

由に選択して撮影できるため，点検者にとってストレス

Fig.2 J mage of Photographing the lower side of the piers. 
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Photo 2 C amera and gimbal for capturing images. Photo 3 Monitor images captured with the camera. 
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Photo 4 LED lighting. Photo 5 LED lighting in the closed space. 

が淵まらず，かつ効率的な調査を可能としている。 樅を把握できないため，その場所を特定する必要がある。

Photo 2に搭載した撮影用カメラおよびジンバルを示し そこで，SfM/MVS解析により桟橋の 3Dモデルを作成

Photo 3にモニタに表示させた撮影用カメラの映像を示 することとした。SfM/MVS解析とは異なる位樅から

す。 撮影された構造物の大孤の画像を使用して，画像のカメ

桟橋下面部では外部からの光が入り込まない箇所や， ラ位置と，構造物の 3次元形状を復元する画像解析技術

船舶接岸時に日射が入りにくくなる場合があり，施設の である。異なる位懺から撮られた複数枚の画保を1僻析し

構造や調査条件によって得られる光屈は，その都度異な て得られた特徴点を，画像間でマッチングして 3Dモデ

る。 しかし，ボートによって撮影した画像を解析してひ ルを作成し，元の画像をテクスチャとして使用すること

び割れや錆汁などの変状を抽出するためには，なるべく でリアリティのある 3Dモデルが得られる。従来の写真

均ーな光拡により撮影することが必要である。そこで， 加工では，撮影した画像の中から共通する基準点を手作

開発したシステムでは，ボートの船体に大小 2灯／セッ 業で抽出するなど人力による作業が多く非効率である

トのLEDを計 6セ ッ ト (12灯）配樅し た。各LEDは操 が SfM/MVS技術では，大戴の画像を一括で自動的に

船用コン トローラで個別に点灯・消灯できる。LED照 解析可能なことと，解析に熟練の技術を要さずに 3次元

明によ って 日射による光饂の変化を緩和できまた光批 データを得られることが特徴として挙げられる。

が極端に低下する1が1鎖された珠椛条件下や夜間の点検・ SfM/MVS解析によ って 3Dモデルを梢築することに

調査にも対応できる。Photo4に搭載したLED照明の点 より，ひび割れや錆汁などの相対位i性を特定できるとと

灯状況を， Photo5に閉鎖空1/¥JでのLED照明の点灯状況 もに，これらの集計のために，あおり補正の済んだ正対

を示す。 画像 （オ ルソ画像）を効率的に得ることが可能となる。

3) 診断システムの概要 次に，得られた正対画像を使用して，専用ソフトウェ

撮影した写真データをFig.3のフローに従い処理を行 アにより構造物の各種変状を半自動で抽出して躾計し，

う。撮彩した静止画像群そのままでは変状部や部材の位 それらの抽出結果から部材毎の劣化度を判定し．集計す
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疇 LANボートにより画像取得

Sflvl/MVS解析で3Dモデルの作成

3Dモデルから部材ごとの正対画像を取得

施設 ・点検情報と正対画像を専用ソフトに登録

正対画像から劣化抽出（ひび割れ、錆汁、剥落など）

音財オと随殴の自動劣化度判定

劣化度の経時変化の把握（モニタリング）

Fig. 3 Inspection and diagnosis system flow. 

3. 実現場での現場実証

l) 現場実証の概要

実桟橋を対象として開発した本システムの現場実証

試験を行った。現場実証を行った桟橋は，長さ80mx幅

20mであり，建設から45年が経過している。Fig.4に桟

橋の平面図を示し，調資状況をPhoto6に示す。

現場実証では， Fig.4に示すように，無線LANボート

を桟橋の法線方向に走らせて撮影した。調査時の有義波

高は30cm程度であり，桟橋下面と洵面との距離は80cm

-150cm程度であった。

2) 調査効率の検証結果

本現場実証では，桟橋下面の梁とスラプを対象に， 2

時間で約1,600m2(投影平面積）を撮影した。国土交通

省における悔上目視点検の標準歩掛°は， 1,240m2/日（

調査時間は 6時間）とされており，無線LANボート に

よる調査は人員目視に比べ効率化が可能と考えら れる。

ただし，本システムでは準備 ・片づけやバッテ リ交換な

ることで構造物全体の劣化診断を行う 。これらによっ どの作業が必要であり， 1日あたりの最大調査時間は 4

て得られた撮影画像や定蟄的な変状データ，および劣化 時間程度である。このため，今回の結果から想定される

診断結果などをデータベース化 し，構造物の変状を経時 1日あたりの調査面積は3,200m2/日となり ，従来の目視

的かつ客観的に比較できるため，劣化状態の経時的な変 調査に比べて調査効率は2.5倍程度に効率化できる こと

化を把握（モニタリング）することができる。 が分かった。

Fig.4 Layout of the pier demonstrated on site. 

なお，無線の通信可能距離は，杭の間隔や桟橋下面と

洵面との距離などの影評によって大きく変わる。今回の

Photo 6 State of surveying the pier. 

Fig.5 3D images of the pier by using SfM/MVS methods. 
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調査においても，無線用アンテナを設樅した位樅からボ 4) 劣化度診断結果

ー トが桟橋下部の対角部分に位置した場合に， 一時モニ 前項の劣化抽出データをもとに劣化度を判定するため，

夕映像が途切れること があった。このため，現場条件や 桟橋上部エの劣化度の判定基準2)を参考にして専用ソフ

猿檄によっては無線やモニタなどの陸上機器の盛り替 トウェアにより 自動で劣化診断を行った。この判定基準

え作業が必要になる こともあり得るため，人員の2.5倍 では，劣化度 aは部材の性能が著しく低下している状態

より調査効率が低下する可能性はある。 であり また劣化度 dは変状が認められない状態と分

3) データ処理結果 類されている

無線LANボート で撮影 した画像をもとにSfM/MVS解 部材数は梁が129箇所，スラプ54箇所であり，それぞ

析により 3Dモデルを作成した。作成したモデルをFig.5 れの劣化度判定した結果をFig.7に示す。調査した桟橋

に示す。撮影は動画によ って行っており，モデル作成に は建設から約45年が経過しており，劣化の進行が著しい

使用した画像データは 1枚／秒ごとに動画から抽出した 状況であった。また，スラプと梁のそれぞれの劣化度ご

ものである。画像データとしては，合計で約2,000枚の との分布をFig.8に示す。スラプに比べて梁の方が劣化

画像 (3,840X 2,160画素）を使用した。 は進行している状態であ った。梁では約80%が a判定で

作成した 3Dモデルより取り出した正対画像を使用し あり，スラブでは約96%が c判定であった。塩化物イオ

て，専用ソフ トウェアにより半自動で劣化を抽出した結 ン涙度の測定を行っていないが，梁下面がスラプ下面よ

果の一例をFig.6に示す。梁については展開固で示した。 り悔面に近く ，塩化物イオンの供給屈が大きかったため

梁下面はかぶりコンクリートが剥落し，鉄筋の蕗出が ではないかと 椎測 される。

生じていることが，抽出できている。またスラプは，ひ 5) 人員による調査結果との比較

び割れ，鋼材謡出 （段取り筋と思われる），遊離石灰を 調査した桟橋では無線LANボー トによ る調査の約

抽出できた。 1年前に人員による目視調査が行われている。その診断

結果と本技術との劣化度の比較を行った。Fig.7の楕円

内にアルフ ァベットで示す部分が，人員目視の結果と本

技術の結果が異なる部分であり，アルファベットが人員

目視による診断結果である．

スラプはすべて一致したが，梁は約90%(116箇所/129

箇所）の一致であった。約10%異なった原因としては，本

技術では，判定基池どおりに鉄筋Jli1l1方向のひび割れがあ

れば長さに関係な<b以上に判定することと， a, b 

スラブ

抽出結果 写真 抽出結果

I,□ 
60 

凡例

ひび割れ Eニコ鉄筋露出

幅0.5mm未満 Eニコ 丹材露出

一 幅0.5-lmm Lニコ 遊離石灰
＿ 幅1-2mm Lニコ 浮き
一幅2-3mm [ニコ ざ.M
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一 コールトジ3-1'ント
ヒコ 匹
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Fig. 6 Degrading parts extracted. Fig. 8 Distribution of the degradation judgment results. 

0の中にアルファベッHま人員目視で異なる部分

Fig.7 Comparison o「theresults for degradation automatically judgement method with those of the expert judgment. 
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判定のしきい値である幅 3mm以上のひび割れの抽出不

足が考えられる。ひび割れ幅 3mm以上の抽出不足の原

因は，調査した桟橋ではひび割れ幅 8mm以上と目視で

観察されるものがあり，ソフト上で認識できないもので

あったことや，桟橋外周部で局部的に外部から光が差し

込み，ハレーションによってひび割れ箇所の濃淡が少な

くなってしまった部材があったことが原因と考えられる。

以上の原因は考えられるが，人貝調査においても主観

による調査結果のばらつきが生じることを考えると90%

の一致は実用上問題ないものと考えられる。

4. おわりに

実桟橋において，無線LANボートを用いて桟橋上部

工下面の撮影を行い，大量の画像を撮影することができ

た。撮影した大量の静止画像群からSfM/MVS技術によ

り， 自動で 3Dモデルを作成でき，取り出した正対画像

によって半自動で各種変状を抽出して劣化診断できるこ

とがわかった。

以上から．本点検・診断システムが実構造物に適用可

能であることがわかった。今後診断結果の信頼性向上

のため．より多くのデータの蓄積を行っていく予定であ

る。
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