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研究レボート

壁面自動追尾型水路トンネル診断

ロボット1こよる調査事例

1.はしに

我が国の農業用水路の資産は、主

要な幹線水路だけで49.oookln、末

端の水路まで合わせると40万km

以上もの長大な延長を有する こ

のうち、農業用水路トンネルは、

延長2.oookm 以上にも及ぶ こ

れらの農業用水路トンネルの中に

は、上工水との共同利用施設や、

地域用水などのため通年通水さ

れ、容易に断水できない施設があ

る。そこで、断水が困難な水路ト

ンネルの一吹点検として、壁面自
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動追尾型水路トンネル診断ロボッ

ト(以下、診断ロボット)を適用

した。本報では、診断ロポットを

用いた調査の具体的な手順を示

し、供用中の水路トンネルを対象

として行った調査の結果や現状の

課題を報告するとともに、一次診

断としての有効性を評価する。
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2.診断ロホットによる調査

a 診断ロホトの要

診断ロボットは、断水時問の制

約等により、調査員が立ち入って

目視調査等の調査を実施すること

が困難な水路トンネルの調査を行

うために、官民連携新技術研究開

発事業値19~H23)の補助を受け

て開発されたものである。診断口

ボットの概要を(図一1)に、主な

仕様を(表一1)に尓す。診断ロボッ

トには、水路トンネル覆工のひび

割れ等の変状を撮影する①高感度

CCD カメラ、ロボットの流下中の

回転方向を検知するための②赤外

線距離計、坑口からのおよその流

下距離を計測する③ドップラー速
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(表一1)装の仕様

仕様

高感度白黒カメラ3台

(上、左、右の 3方向)

05m ~999m

2m/S 以下

(実績値 12m/S)

無圧水路トンネル
2R=15m 以上

75 × 75Cm以上

05m以上

15mm以上

(実績値)
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'.、
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①高感度
CCDカメラ

,

適用規模
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搬入口

適用水深

検出可能
ひぴ割れ幅

度計、よどみゃ土砂の堆積状況等

を計測する 4超音波水深6f、など

が搭載されている。

調査は、診断ロボットを通水中

の水路トンネル上流坑口より放流

し、下流坑口で回収するのみであ

る。診断ロボットは、水路トンネ

ル内部を流下しながら、水路トン

ネル内の変状を診断ロボット内部

のSD力ードに動画として記録す

る。下流で回収後、ノート PC等

によってSD力ード内の情報を読

み出し、その場で映像を磁認でき

②赤外線
距陛計

'
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るまた、映像から、後述するよ

うな展開図を作成することも可能

である。

診断ロポットの最大の特徴は、

高感度CCDカメラが常に碇山を

捉え続ける壁面自動追尾機能を搭

載することである。通常、このよ

うな装置を通水中に浮かべると、

本体がどうしても回転してしま

い、結果として得られる画像も回

転し、見落としなどが発生する。

しかし、診断ロポットでは、カメ

ラが壁面に常時正対する自動追尾

機能により、安定した画像が取得

でき、正確な変状展開図が作図で

きる。診断ロボットの詳細な機能

とその検証データについては別途

資料"力等で確認されたい。

診断ロボットによる調査手順

は、(図一2)に示すとおり、現地

での作業および現地で得られた

データを加工する作業に分けられ

る以下では、これらについて、(図一1)診断ロボットの要

.

認

(図一2)現地調査の手順(左)

およびデータ取得後の作手順(右)

度

力

出

出力(CAO

r

・出

具体的に紹介する。

入力

(2 現地調査の作業手

1準備

施設管理者から調査期聞中の流

況(流量、水深等)について、事

前に情報を得ておく必要がある。

診断ロボット適用に際しては、

乃Cm X75Cm以上の大きさの搬

入出口を確保する(図一3①卜必要

がある。このため、調査の実施計

画、現地踏査の段階で、搬入出場

所を硴認しておや必要がある。特

に、途中にサイホンがある場合に

は、調査が不可能であるため、注

意が必要である。また、診断口

ボットを回収する下流側では、確

実に回収できるように、ネット等

の防護柵を設置する。また、開水

路区間において事前に流速や水深

を計測(図一3②)し、診断ロポッ

トが使用できる環境下にあるかを

確認する。

超音波水深計は
底面に設置されている
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1搬入口の確保

^

4

①搬入

②流況の確認
、

②模体流下テスト

現地の準備が出来たら、度、

小型の模擬体による流下テストを

行う。今回は、浮き袋(図一3③)

を用いた。このテストの目的は、

以下の項Πを確認するためである。

水路トンネル内にゴミなどの通

水阻害箇所がないか。

事前に計測した流速および水路

トンネル延長から想定される流

下時問と、実際の流下時間か

致するか。

これらの確認、によって、診断口

ボットが、水没することや回収不

能になることを未然に防ぐ

③模擬体流下ースト

(図一3)現地での作業手順

流下させる。搬入時には、地上か

らつり下げて搬入する場合もあ

るが、どうしても内部に搬入を

補助する人が必要なこともある

(図一3④)。この場合には、搬入者

が流されないよう安全帯や仮設で

しっかりと安全対策を行う。搬入

口から流下させる場合、カメラや

自動制御機能が働いているかを硴

認した後、投入するその後、水

路トンネル下流坑口で診断ロボッ

トを回収する(図一3⑤、⑥)

'^

3本調査

模擬体流下テストが完了した

ら、本調査として診断ロポットを

断方向

倒壁

る。この場合には、再度上流から

流下させることも検討する。必要

なデータが得られたことが確認で

きたら、上流および下流の仮設を

撤去し作業終了となる。

^
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の合成
扱偏状に

偉合成を行う

賃複部分

4テータ確認と現地収

回収後、内部に記録されている

データをノートPC等で確認する。

水路トンネル覆工からの湧水など

によりカメラに水滴がつくと、画

像解析上の問題となることがあ

^
＼

②移動距

3)データ取得後の作業

診断ロボットは3台の壁面撮影

カメラで水面以上のトンネル内面

を撮影する。撮影された動画デー

夕は、トンネル内で回転していな

いため、合成して内面の展俳」図と

して整理することが容易にでき

る。この手j順を(図一4)に示す。

1つレー

前の含

一^

出

/"

像に写ったr距触榎」を考に麺離を補正する

③あおり正

あおり補正点(ここでは0' 2,5.θ.1仙"の5点)
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移動距

1横断方向画像の合成

3台のカメラは、水路トンネル

壁面をオーバーラップするように

撮影している。この部分を参照し

移動ピクセル
を計算

ながら、3台のカメラで撮影され

た動画から1フレームごとに画像

を切り出し、横断方向に合成する

Oom

⑤縦断方向像の合成

短闇状に加工され、補正を行つた囲像を鞭断方向につな
ぎ合わせるその後、ひび割れなどの窒状を勉出し、
像に書き加える

に才

2移距算出

フレーム前後の画像を比較し、

画像の移動量をピクセル移動量と

して求める。流れの状況によって

は、画像が上下左右に動いている

可能性がある。そのときは、ビク

セル移動が水平になるように補正

する。

ーーーヲ
5m

^

ユ64 m

3あおり補正

画像は、水路トンネルのアーチ

部分を撮影しているため、ゆがみ

がある。そこで、 1の横断画像の

中から2 10点程度の点を選定

し、距離と距離間のビクセル数と

の比率が定になるように、画像

の歪みを補正(あおり補正)する

(図一4)画像処理方法

4距補正

画像に距離標が撮影されている

場合には、距離標を真値として、

距離の補正を行う。

縦方向画像の合成

2 4の手順によってゆがみや

距跳を補正した画像を縦断方向に

つなぎ合わせて連続画像として合

成する。その後、ひび割れなどの

変状情報を画像上で記入すれば、

展開図が完成する。

3.調査地区の概要結果

(1)調査地区の要

農業用水と工業用水か共有され

ている中国四国農政局管内の合,

8箇所の水路トンネルを対象とし
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て、診断ロボットを適用した。水

路トンネルの形状は、 2Rおよび

3R標準馬蹄形(R 09 095)で

あり、その延長は最短163認m、

最長67456m、総延長は 3,586m

であった。

(2 査結果

診断ロポットによって得られた

画像から作成した展開図の一例を

(図一5)に木す。(図一5)上は画像

から抽出したひぴ割れや遊離石灰

などの情報を色分けして記載して

いる。(図一5)下は、展開図の 2

箇所を拡大表示した。

拡大図1は、稜工に存在した穴

の部分の拡大図である。過去の断

水時の目視点検調査により大きさ

が76Cm X 63Cm X深さ 58Cm の

ものであることが確認、されてい

る。診断ロポットによる画像では、

穴の奥には照明が届いておらず、

深さの情報は画像だけでは分から

ないが、その存在は十分に検出で

きた。

拡大図2は、目視点検により幅

展図 40

2mm と評価されたひぴ割れ部分

を拡大したものである。拡大図で

は、ひび割れの存在が十分確認で

きることが尓された。

以上より、今回2Rおよび3R

18~19mの規模の水路トンネル

を対象として診断ロポットを適用

した結果、幅が大きいひび割れや

穴などの変状を検出することがで

き、一汰診断としては有効である

と考えられる。

ひび割れ

遊石灰

湧水

4.調査結果の検き

(1)診断ロホノトによる変状検出

性能の検証

診断ロボットによる変状画像

と、目視点検結果との比較を行い、

検出可能なひび割れ幅の限界値や

表面変状について検証した。検証

した項目は、ひび割れ検出能力、

表面の変状検出能力、調査速度で

ある。

拡大

釦

1

橿工の穴

坑口からの距離(m)

4
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あげられる。このような場合には、

ひび割れと壁面とのコントラスト

がついて、検出しゃすくなったと

考えられる検出できるひび割れ

幅については、さらに事例を増や

して確認、する必要がある

1ひひ割れ検出能力

調査に先立ち、あらかじめひぴ

割れをイメージした幅1~20mm

の線を描いた用紙(以下、疑似ク

ラックシート)を上流坑口天端部

に貼り付け、どの幅の線まで確

認できるかを確認した。結果を

(図一6)に示す。疑似クラックシー

ト上のlmm幅の線を認識するこ

とができた。このことから、背景

とのコントラストが十分にあれ

ぱ、今回の調査条件では、1mm

幅のひぴ割れを認識することが可

能であると評価できた。

吹に、目視調査の結果で幅1血n

未満のひび割れとして検出され

た部分の診断ロポットの画像を

(図一力に示す。目視点検調査で

は 1脚n未満」との記載があるの

みで、詳細なひび割れ幅は不明で

あったが、診断ロボットの画像か

ら、ひび割れの存在が確認できた。

その理由として、ひび割れに、遊

離石灰や湧水を伴っていたことが

拡大図2

(図一5)調査結果の一例

ひび割れ

2表面の変状検出能力

嘆面とのコントラストが大きい

遊離石灰や湧水箇所にういては、

(図一5)に尓すように明瞭に認識

することができた。ただし、畦血

全体が湿潤しているような場合は、

湧水地点を明確に特定することが

困難な可能性もあると考えられる。

診断ロボットによる調査では、高

感度CCD カメラによる動画が記

録される湧水の量によっては、

湧水が流れている状況などが記録

されることがあることから、得ら

れた展開図の画像だけでなく、動

画をチェックすることによって、

表面変状の認識能力を向上させる

ことできる。

一方、目視調査において、壁面

に確認された赤茶色の析出物(目

視点検では「土砂」とされている)

に関しては、診断ロボットの画像

で認識することが困難であった。

これは、搭載している高感度CCD

カメラが白黒カメラであり、壁面

に近い色の変状の抽出か難しかっ

たためである

↓↓↓

3調査速度

水路トンネル8箇所の診断口

ボットによる調査速度は、 098

4.別km/h 平均263km h)てあ

た。ここで、時間は診断ロボット

の搬入から回収までを考慮したも

のであり、防護柵の,窒置時問等の

準備時間は含んでいない。搬入口

が狭く、診断ロボットを部分的に

解体して搬入し、水路トンネル内

で再組立した水路トンネルでは、

調査速度が著しく低下(0.98km h)

した。この水路トンネル調査を除

いた場合の調査速度は 120h11/h

以上(平均293km/h)であクた。

04^研突レポート

(2 査{」おける問点

水路トンネル(64554m)の

部区間において、診断ロボットが

約32m区間で自動追尾がうまく

作動せず、画像が回転してしまっ

た。この水路トンネルの平均流速

は 152m/S程度であったが、回

転した区間は、水路トンネル内部

で断面が変化している部分の直前

区問であった。このことから、当

該区間は断面変化地点で流速が速

く、流れが複雑になっていた可能

性がある。そのため、自動追尾の

制御が追いつかなかったものと推

測される。

このことから、流速15m/S以

上もしくは断面変化等の影で水

路トンネル内の流況が複雑に変化

している区間では、自動追尾がっ

I N0117 2015-03 17



まく機能しない可能性があるとい

うことが判明した

(3)問阻点の改に向けて

1抽出性能の向上

照明がない水路トンネル内部

で可能な限り鮮明な画像を得るこ

とを目的として、診断ロボットに

はLED照明と38万画素の高感度

CCDカメラを搭載している。しか

し、白黒のカメラでは、水路トンネ

ル内の表面変状を詳細にとらえる

ことが難しかった。壁面の表面変

状を調査対象にするのであれぱ、

さらに照明を明るくするとともに、

白黒カメラをカラーに変更するこ

とによウて対処可能である。また、

画素数の大きいCCD カメラを選

定すれぱ、より幅の小さいひぴ割

れも検出できる可能性がある。た

だし、バッテリー容量に限界があ

るため、照明を明るくすると診断

ロボットの稼働時間(現在は連続

稼働8時間)が短くなってしまう。

また、画素数を上げると、感度が

悪くなり、シャッター速度が遅く

なる。このため、流速が速い水路

トンネルでは、撮影した画像がぶ

れ、鮮明な画像が得られなくなる。

今後は、流況条件やH的に応じて、

搭載するCCDカメラを変更する

ような工夫も必要である。

を調整することによって、修正可

能である。ただし、回転速度を速

くしすぎると、カメラのぷれが発

生してしまうという欠点もある。

今後、流況の異なる複数地区の実

証試験を通して、試行錯誤しつつ、

最適な値を検討する必要がある

また、近年、複数の画像から全

天パノラマ画像を撮影できる技術

が開発されている。このような技

術が使えれぱ、自動追昆機能がう

まく作動しない場合にも、見落と

しなく水路トンネル壁面を記録で

きると思われる

2壁面自動追尾能の性能向上

今回、一部区間において自動追

尾力ξ作動しなかった。自動追尾は、

4箇所の赤外線距離計で壁面との

距離変化を監視しながら、カメラ

を壁面と正対させるように1秒間

に10回の頻度でモーターを制御

している。モーターの回転速度は、

内部に記録された制御パラメータ

0局10rnm

幅

小型化が望まれる

皐岳20mm

.2mm

4 その他

水路トンネルの機能診断におい

ては、ひび割れ等の変状に加え、

断而変形などの憎報が重要となる。

現状の診断ロボットでの対応は難

しいが、今後、断面形状を計測で

きるような技術開発が望まれる。

(図一6)疑似クラックシート画像

3作業性の向上

搬入口が狭い水路トンネルの中

では、診断ロポットを分解してト

ンネル内で再度組み立てるという

作業を行ったため、作業効率が大

きく低下した。今後は、さらなる

18 ARIC 報 I N0117 2015.03

3搬入から回収までの作業時間

から調査速度を算出すると、搬

入口か狭く、分解して搬入した

水路トンネルの作業を除けば、

1.卯km/h 以上(平均293km/h)

であった。

断水が困難で機能診断が未実施

となっている水路トンネルが数多

く存在すると思われる。本報告・力ξ、

これらの水路トンネルにおける本

技術の適用検討の一助となれば幸

いである。

5.まと

断水が困難な水路トンネルのー

汰診断として、診断ロボットによ

る調査を実施した。その結果、以

下のことが示された。

1 2R および3R=18~19m の標

準馬蹄形水路トンネルにおける

調査の結果、幅2mm以上のひ

ぴ割れは十分検出できること、

疑似クラックシートによれぱ、

幅lmm以上のひび割れを検出

できる能力を有すること、また、

幅111Un未満のひび割れについ

ても、遊緋石灰や湧水等により

周辺畦血とのコントラストが明

瞭であれぱ、十分検出できるこ

と、が確認された。

2 白黒CCD による画像のため、

赤茶色の析出物の検出が困難で

あったが、遊離石灰や湧水なと

は検知できた。この結果、取得

画像から作図した変状展開図

は、目視調査で作成したものと

遜色のないレベルであることが

確認できた(図一フ)幅lmm未満のひび割れ検出結果
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