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Abstract: In general, deterioration of coatings surface of painted steel structures is judged by expert engineers in
accordance with samplecard indicating respective degrees of deterioration. Nevertheless, visual inspection
would cause variations in  diagnostic  results  due to  personal  difference.  This study aims to construct  a
deterioration diagnosis support system for coatings of painted steel structures. This system is comprised of
two main image-processing components (Phase  and ). Phase  : to detect and select deterioration areas ofⅠ Ⅱ Ⅰ
paint coatings. Phase  : to evaluate deterioration levels of paint coatings via output data of Phase . MainⅡ Ⅰ
purpose of the study is to implement Phase  via SOM.Ⅰ

1. はじめに
　本研究は,鋼構造物のメンテナンス技術の一技術と
して,鋼構造物の塗膜劣化画像診断を支援するシステ
ムの構築を目的としている.従来は,専門家が診断の
対象となる構造物を現地での目視,触診,打音によっ
て診断し劣化度の評価を行ってきた.塗膜劣化診断に
おいては,劣化程度の見本帳[1]に基づいて専門の診
断技師が行っている.しかし,近年,評価の個人差，人
件費や時間等の診断コスト,熟練者の減少等が問題と
なっている.また,環境保全,省エネルギーといった面
から鋼構造物の長寿命化が求められ,それに伴うメン
テナンス技術の構築が必要不可欠になってきている.
更に,原子力発電所の廃炉作業の際にも鋼構造物の劣
化診断が関連しており,より一層重要な技術になって
いると言える.そこで，鋼材の塗膜劣化診断を行うに
あたり，構造部材表面の腐食状況を定量的に評価・
把握する劣化度評価支援システムが構築されるよう
になった．
　本研究において，提案されるシステムの構成は,
三つのフェーズと二つの機構から構成されている
(表1・図1).フェーズⅠでは,撮影された画像を,鋼
構造物の塗膜劣化部分のみを抽出した画像へ変換す
る.フェーズⅡでは,部材や環境などに影響されな
い,基本的な劣化度評価基準を作成し,フェーズⅠで
得られた変換画像を適用して,定量的な劣化度評価
を行う.
　また，本研究で使用する画像はフルカラー jpeg
画像であり，表色システムとして，RGB及び L*u*v*
表色系を使用する[3]．
　本システムは,あくまで診断支援システムであり
診断システムではないため，社会インフラに対する
診断の完全自動化は全く考えていない.本システム
では,診断技師ら一人ひとりの診断・メンテナンス
業務の高効率化を通した人材不足への対応と,個人
差による診断結果のばらつきの減少を目指してい
る.
　本研究では,フェーズⅠおよびSOM作成機構の精度
向上を目指す．

表 1:塗膜劣化画像診断支援システムの構築

フェーズ システム

Ⅰ
原画像を劣化部抽出フィルタに通し
劣化部のみを抽出した画像へ変換．

Ⅱ
基本となる劣化度評価基準を作成し，
劣化度判定を行う．

Ⅲ
部材や環境を考慮に入れた，最終的
な劣化度判定を行う．

図１：塗膜劣化画像診断支援システムの構成[2]

2.　フェーズⅠ
2.1.　劣化部抽出フィルタ
　フェーズⅠ,すなわち画像中の劣化部の抽出にあた
り,「劣化部抽出フィルタ」が考案されている[2]．

「劣化部抽出フィルタ」とは,例えば,ある与えられ
た原画像(図 2-1)を入力したとき,その画像中の塗膜
劣化部だけを透過するような変換画像(図2-2)を出力
する入出力系のことである．

図２-1:原画像　　　　　　図 2-2:変換画像



2.1.1.　劣化部抽出フィルタの構成

　劣化部抽出フィルタでの劣化部を抽出するプロセ
スは，人間が無意識のうちに行っているであろう以
下のプロセスに沿って行われる．
　1)　画像全体の雰囲気を見て，雰囲気に応じた基準で
　2)　色合いの異なる部分・領域に類別注目
　3)　各部分・領域が塗膜劣化領域であるのか否かを峻別

　はじめに，劣化部抽出フィルタの処理手順を示す
まず原画像中のノイズの影響を減少させるため，画
像の平滑化処理を行う．その後，L*u*v*表色系に変
換し，ある一定の輝度範囲内にある画素データを対
象データとし，解析を行う．これは，極端に明るい
又は暗い部分は，部材表面の色みを失い，判別が困
難なためである．続いて，SOMを通した画像のラベル
付けを行い(上記 1)，画素データを色合いの異なる部
分・領域に分類するためクラスタリング処理を行う
(上記2)．各クラスタの中から塗膜劣化領域であろう
クラスタを選択(クラスタの数は複数でもよい)する
(上記 3)．最後に，劣化部として選択したクラスタ内
の画素データのみを抽出した峻別画像を出力する．

2.1.2.　カーネル核抽出法
　本研究では，劣化部抽出フィルタにおけるクラス
タリング手法として，カーネル核抽出法[5]を採用す
る．カーネル核抽出法は，L*u*v*３次元空間におい
て，L*u*v*空間上における画素データの密集してい
る部分領域とその数に着目したクラスタリング手法
である．カーネル核抽出法は，高速で分類精度の高
いクラスタリングが可能であるが，そのためには画
像毎に最適なパラメータを選択する必要がある．
　クラスタリング結果をコントロールする２つのパ
ラメータとして，MESH_SCALE1と MIDDLEがある．MESH
_SCALE1は L*u*v*空間をメッシュ分割するためのメッ
シュ幅を表している．MIDDLEは画像を高輝度領域と
低輝度領域に分けるためのしきい値を表している．
　また，詳細なケーススタディー[7](数十種類のサ
ンプル画像)により，同一パラメータにより良好な
「塗膜の劣化箇所と非劣化箇所が混在していない領域
分割」が得られる画像群は，直感的に画像全体の雰囲
気が類似していること，画像全体の雰囲気が類似し
ている画像群は，同一パラメータによって良好な領
域分割が得られることが，確かめられている．
　ここで，図 2-3の原画像1,原画像 2のMESH_SCALE1
=0.013,MIDDLE=0.3 のパラメータとした場合のクラス
タリング結果を図 2-4に，MESH_SCALE1=0.015,MIDDLE
=0.5のパラメータとした場合のクラスタリング結果
を図 2-5に示す．
　パラメータの選択により，クラスタリング結果が
異なることがわかる．この時，正しく劣化部を抽出
するためには，カーネル核抽出法によって分割され
たどの領域にも，塗膜の劣化部と非劣化部が混在し
ていないことが必要不可欠である(劣化領域が細分化
されてもよい)．例えば，原画像1は図 2-4のクラス
タリング結果においては劣化部と非劣化部がほぼ混
在していないが，図 2-5のクラスタリングではこれら
が混在している．つまり，図 2-5の結果により劣化部
のみを抽出する(峻別する)ことはできない．この結
果から，画像毎に適切なパラメータを定める必要が
あることがわかる．

2.2.　適切なクラスタリングパラメータの選択
　画像全体の雰囲気が類似している画像群となるよ
うに分類できれば，同じパラメータによって良好な
領域分割を得ることができる[7]．ここで，画像全体
の雰囲気が類似している画像群となるような分類を
自己組織化マップ(SOM)[4]を通して行うこととする．
　ここでは，次の手順にしたがって，画像分類のた
めのSOMを作成する．

図 2-3:原画像 1(左側)，原画像 2(右側)

図 2-4:クラスタリング結果
(MESH_SCALE1=0.013,MIDDLE=0.3)

図 2-5:クラスタリング結果
(MESH_SCALE1=0.015,MIDDLE=0.5)

2.2.1.　特徴ベクトルの作成

　A)　鋼材を主対象とした画像全体の雰囲気をとら
えるため，(0,0.583714)〜(0.6,0.383714)の矩形領
域を取り出し，これを u*方向に 42分割，v*方向に
14分割の 42×14=588個のメッシュに分割する(図
2-6)．

図 2-6：u*-v*空間のメッシュ分割

　B)　A)において作成された，各メッシュを階級
(各メッシュの中心座標を階級値とする)として，
u*-v*表現された対象画像の画素値分布のヒストグ
ラムを作成する．また，最大頻度を基準として，相
対頻度が 5%未満の階級に対しては 0.00の値を割り
当て，5%以上の階級には，その相対頻度を割り当て
る．
　C)　B)によって割り当てられた値を，階級値の辞
書式順序によって並べ替えたものを，対象画像の特
徴ベクトルとする．

[SOMの学習]

　目視による予備調査を通して，画像を分類し，そ
れらの代表画像を選出する．ここでは例示のため，
以下の A〜Jの10種類の画像(図 2-7)を代表画像とし
て選出した．(実際のSOMの学習においては同一分類
からも複数の画像を代表として選出しており，その
数も十分に大きい)．また，これら A〜Jの画像をSOM
によって分類した結果を図 2-8に示す．

　    A              B             C            D              E

　　  　F            G            H             I             J

図 2-7:鋼材の塗膜劣化サンプル画像

(0,0.583714)

(0.6,0.383714)
u*

v*

42 分割

14 分
割



図 2-8:図 2-7 のサンプル画像による SOM

　各サンプル画像は SOM 上の白枠(ニューロン)に割
り当てられる．各ニューロン間が白いほど距離が近
く，類似している[4].

2.2.2.　パラメータの導出

　本節では，図 2-8のSOM上の各グループ毎に，クラ
スタリングの際に劣化部と非劣化部が混在しないク
ラスタを与えるようなパラメータとなる MESH_SCALE1
と MIDDLEの導出方法について述べる．
　まず，図 2-8のSOM上に多数のサンプル画像(本研
究では 348 枚)をマップする．SOM上の各グループ毎
に，劣化部と非劣化部がほぼ混在していないクラス
タリング結果が得られる共通のパラメータ
MESH_SCALE1，MIDDLEが見つかるまで試行錯誤を続け
る．実際，本研究においてはこのようなパラメータ
は全てのグループにおいて，発見することができた
(図 2-9，図 2-10)．

図 2-9:サンプル画像 A(左側)，サンプル画像 F(右側)

図 2-10:クラスタリング結果

サンプル画像 A(左側)(MESH_SCALE1=0.035,MIDDLE=0.8)

サンプル画像 F(右側)(MESH_SCALE1=0.017,MIDDLE=0.5)

2.3.　塗膜劣化領域の導出

　本節では，図 2-8のSOMによって分類される各グル
ープ毎に，塗膜劣化領域を決定する．まず，SOMによ
って分類された画像(図 2-11)と，良好な領域分割が
得られたパラメータによるクラスタリング結果(図 2-
12)を用意する．SOMによって分類された画像を，パ
ラメータ MIDDLEの値の輝度で二分割した u*v*平面を
作成する．作成する際，各クラスタに含まれる画素
データが u*v*平面上のどの位置に現れているか分か
るように表示する(図 2-13，図 2-14)．各グループに
おいて，そこに属する画像群の画像全ての劣化部領
域の分布を統合することによって，劣化部のクラス
タのみを含むように塗膜劣化領域(図 2-14の青枠で
囲まれた領域)を決定する

図 2-11：サンプル画像 E　図 2-12：クラスタリング結果

図 2-13：塗膜劣化領域　　図 2-14：塗膜劣化領域

(高輝度領域)　　　　　　(低輝度領域)

2.4.　劣化部抽出

　本節では，各クラスタが劣化領域か非劣化領域か
判別するための方法について議論する．まず，各ク
ラスタ内の画素データが，塗膜劣化領域の範囲内に
どの程度の割合で所属しているかをピクセル単位で
計算し，表示する(表 2)．全てのクラスタにおいて計
算し，塗膜劣化領域内に，ある割合以上画素データ
が所属していた場合，そのクラスタを劣化部クラス
タとする(例では 0.9以上)．最後に，劣化部と判別
したクラスタの画素データを抽出し峻別画像(図 2-
15)を出力する．

表２：各クラスタが塗膜劣化領域内に所属している割合

クラスタ番号(色) 割合(最大 1.000000)

１(緑色) 0.998455

２(赤色) 1.000000

３(黄色) 1.000000

４(明るい紫色) 0.980134

５(水色) 1.000000

６(白色) 0.977538

７(黒色) 0.000000

図 2-15：サンプル画像 E の峻別画像

　　　(白色部分が劣化部領域)

3.　実行例

　実行結果の例として，a(図 3-2-1),b(図 3-3-1)の
サンプル画像の劣化部抽出を行う．
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　まず，図 2-8の SOM によって a,bの画像を分類す
る(図 3-2)．この結果，画像 aは図 2-8におけるGの
属するグループ(MESH_SCALE1=0.017,MIDDLE=0.5)に，
画像 bは Jの属するグループ(MESH_SCALE1=0.03,
MIDDLE=0.3)に分類された．

図 3-1:サンプル画像 a,b を図 2-8 の SOM で分類した
結果

　次に，各グループ毎に導出されているパラメータ
を用いてクラスタリングを行う(図3-2-2,図 3-3-2)．
　続いて，画像をパラメータ MIDDLEの値の輝度で二
分割した u*v*平面を作成する．例示のために，各ク
ラスタに含まれる画素データが u*v*平面上のどの位
置に現れているか分かるように表示してある(図 3-2-
3，図 3-2-4，図 3-3-3，図 3-3-4)．各クラスタに含
まれる画素データが，導出されている塗膜劣化領域
(図の青枠)の範囲にどれだけ含まれているかの割合
を表3-1，表 3-2に示す．ある割合以上のクラスタを
劣化部クラスタとする(例では共に 0.9以上)．最後
に，劣化部としたクラスタ内の画素データのみを抽
出した峻別画像を出力する(図 3-2-5，図3-3-5)．

図 3-2-1：サンプル画像 a　図 3-2-2：クラスタリング結果

図 3-2-3：塗膜劣化領域　　図 3-2-4：塗膜劣化領域

(高輝度領域)　　　　　　(低輝度領域)

表 3-1：各クラスタが塗膜劣化領域内に所属している割合

クラスタ番号(色) 割合

1(緑色) 0.500000

2(赤色) 1.000000

3(黄色) 1.000000

4(明るい紫色) 1.000000

5(水色) 1.000000

6(白色) 0.953271

… …

14((灰色) 0.000000

15((明るい青色) 0.000000

16(黄土色) 0.000000

　　　　　　　　　　　　　　図 3-2-5：峻別画像

 図 3-3-1：サンプル画像 b   図 3-3-2：クラスタリング結果

図 3-3-3：塗膜劣化領域　　図 3-3-4：塗膜劣化領域

(高輝度)　　　　　　　　(低輝度)

表 3-2：各クラスタが塗膜劣化領域内に所属している割合

クラスタ番号(色) 割合

1(緑色) 1.000000

2(赤色) 1.000000

3(黄色) 0.998633

4(明るい紫色) 0.819195

5(水色) 0.000000

6(白色) 0.000000 

                                                      図 3-3-5：峻別画像

4.　まとめと考察
　本研究では，フェーズⅠおよび SOM作成機構の精
度向上を目指した．メッシュ分割サイズやパラメー
タ設定を改めることで，精度が向上した．
　しかし，精度はまだ不十分であり，更なる改善が
必要である．例えば，学習に用いる画像を組み替え
る事や，特徴ベクトルおよび塗膜劣化領域の導出方
向過程の見直しなどが挙げられる．
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