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The main activities of our project are to apply sampling moire method to the displacement measurement and 
the rotation angle measurement of infrastructures. We developed an inspection system for general civil structures 
and an inspection system for practical railway bridges. Several experiments were performed to confirm the 
effectiveness. In this paper, our project and the developed inspection systems are introduced. 
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1. はじめに 

	 近年，土木構造物の健全性評価と延命化を効率よく進め

るために，光学的手法を用いた計測技術の開発が注目され

ている(1)．光学的手法を用いることで，設置に要する労力の

削減にも有効である． 
	 これまでに構造物の変位計測技術として，物体表面貼付

けられた２次元格子パターンの位相分布を高精度に求める

ことができるサンプリングモアレ法(2),(3)を提案してきた．こ

の手法は，格子画像に対してサンプリング処理を行うこと

で位相シフトされたモアレ画像を生成し，そこから位相分

布を解析する空間的縞解析法(4),(5)を 2 次元に拡張したもの
である．著者らはこれをサンプリングモアレ法と呼び，これ

までに，梁の変形計測などに適用してきた．  
	 これをシーズとして，2014 年から NEDO のプロジェク
トとしてインフラ構造物用画像計測システムの研究開発に

取り組んできた．本稿では本プロジェクトで開発したアル

ゴリズムとインフラ構造物用変位計測装置について述べ

る． 

2. 開発するインフラ構造物用画像計測システム 

	 図 1 に橋梁のたわわみとたわみ角計測を模式的に示す．
車両等の通過により，橋梁にはたわみが発生し，支承部には

たわみ角が発生する．画像を用いてこれらを遠隔から計測

することで，効率よく点検を行うことができる． 

	

図 1 橋梁のたわみとたわみ角計測の模式図 
Fig. 1 Deflection and deflection angle measurement of 

bridge 
 

 
図 2 位相解析手法を用いたインフラ構造物用 

画像計測システム（概念図） 
Fig. 2 Imaging measurement system for infrastructure 

using phase analysis 
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3. サンプリングモアレカメラ 

	 サンプリングモアレカメラ(6)は，格子画像を撮影すると，

カメラ内部で前述のサンプリングモアレ法の計算を行い，

格子の位相分布と基準の位相分布との位相差分布をリア

ルタイムで出力することができる．内部構造は図 3 に示
されるように， CMOS の撮像素子， FPGA (Field 

Programmable Gate Array)，メモリー，USBインターフェ
ース，電源ユニットで構成されている．位相差分布（変

位分布）をリアルタイムに出力することができる． 
 

	

図 3	 サンプリングモアレカメラの内部構成 
Fig. 3 Block diagram of sampling moire camera 

	

	 本プロジェクトでは，撮像光学系を改良し，奥行き方向

にピントを合わせることができるあおり付きサンプリング

モアレカメラも試作した．カメラ内部で撮像素子を傾ける

ことで，ピントが合う領域を大きく傾けることができる．

このカメラは，橋梁側面を正面からではなく，橋梁近くか

ら斜めに撮影する場合に用いることができる．	

	

	
図 4	あおり付きサンプリングモアレカメラによる	

撮影画像例	

Fig. 4 Sample image taken by a developed sampling 
moire camera with tilting function 

	

4. アルゴリズムの開発 

	 本研究では，サンプリングモアレ法による変位計測手法

をシーズとして用いて，それを発展させることで 3次元の

変位計測，回転角，格子パネルの角度などを計測するアル

ゴリズムを開発した．また，格子パターンの取り付けが困

難な部位に対して，ターゲット無しで変位計測を行う手法

を開発した．以下，回転角の計測とターゲット無しの変位

計測手法について述べる．	

〈4･1〉 回転角（たわみ角）の計測手法(7)	

	 橋梁のようなインフラ構造物の場合は，荷重によって変

位の分布が発生することにより，微小な回転角（たわみ角）

が発生する．サンプリングモアレ法の場合は，ピッチが既知

の 2 次元格子が表面に取り付けられている．そのため，そ
の 2 次元格子の位相値から，各画素に撮影されている物体
上の点の変位だけでなく，座標も同時に求めることができ

る．これを利用すると回転角を算出することが可能となる．

このとき，多数点の値を用いて最小二乗法によって算出す

るため，高い精度で回転角を得ることができる． 
	 本手法による回転角の計測精度を確認する実験を行った

例を図 5に示す．屋外において，30 mの距離から撮影する
ことによって回転角を計測した．画像サイズを 448x448画
素とし，露光時間を 15 msとした．変位前にフレームレー
ト 50 fpsで格子を 500枚撮影しており，500枚の画像で平
均化した位相分布を変位前の基準画像とした．回転ステー

ジを 20 µradずつ 200 µradまで回転させながら，各回転角
においてフレームレート 50 fpsで 10秒間撮影した．図 5(b)
に与えた回転角と計測した回転角の関係を示す．ほぼ直線

状になっており精度よく計測できているのがわかる．この

実験の場合，与えた回転角との差は 20 µrad以下であった． 
 

 
(a)実験の様子 

 
(b)計測結果 

図 5 回転角計測精度検証実験（屋外） 
Fig. 5 Experiment of deflection angle measurement 

	

〈4･2〉 ターゲット無しで変位計測を行う位相解析手法(8)	

	 格子パターンを対象物に取り付けずに，人工の構造物が

持つ平行線パターンとその設計値が既知であることを利用
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した変位計測アルゴリズムを開発した．これを「ロードス

メソッド」と呼んでいる．	

	 図 6に計測原理の概要を示す．まず，図 6(a)に示すよう

に，遠隔から撮影した橋梁の時系列画像から，図 6(b)に示

すように縦のライン画像を抽出して時系列の画像を作成す

る．その１ラインをフーリエ変換することで図 6(c)に示す

ようなスペクトルを得る．これより低周波の成分を抽出

し，周波数ごとに基準の位相との差を求めて変位に換算す

る．周波数ごとに求めた変位に対してそのパワーに応じた

重み付け平均を求めることにより変位を求める．さらに図

6(b)において抽出する縦ラインの近傍はほとんど同一の変

位となるため，多数のラインに対して同一の処理を行い平

均化する．このようにして多くの画素の情報を用いて変位

を算出することで計測精度を高めている．	

	

	

(a) 橋りょうの撮影の様子	

	

(b) 撮影画像から抜き出されたライン画像を用いた時系列
画像の生成 

 
(c) フーリエ変換による位相差の抽出 
図 6 ロードスメソッドの原理 

Fig. 6 Principle of Rhodes method	

	 鉄道橋梁において，列車通過時の変位を計測した例を図

7に示す．サンプリングモアレ法と比較したところ，同程

度の計測精度が得られていることがわかる．	

	

	

(a)実験の様子	

	

(b)実験結果（サンプリングモアレ法との比較）	

図 7 ロードスメソッドによる変位計測実験 
Fig. 7 Experiment of displacement measurement using 

Rhodes method	

5.  一般土木用変位計測システムの開発 

	 サンプリングモアレカメラを用いて，図 8 に示すような

一般土木用変位計測システムを開発した．これは，XYZ の 3

方向の変位と回転角θを最大 500	 fps で計測できる．解析

ソフトウェアにおいては，各種フィルタ処理，多Ｃｈ演算，

動画同期再生，ＦＦＴや，他の計測データと比較することも

できる．また，各測定ポイントの変位データを用いた 3Dモ

デル挙動画像表示を行うことができ，視覚的に振動などの

様子を把握することができる．	

	 この一般土木用変位計測システムを図4に示す長さ50.2m

の人道橋の変位計測に適用した．カメラを橋梁桁端部に設

置し，橋梁の舗装面に設置したピッチ 10	 mm の格子ターゲ

ットの変位を 200	fps で計測した。橋梁中央部を垂直方向	

	

	

図 8	 開発した一般土木用変位計測システム	

Fig. 8 Inspection system for general civil structures 

NEDOインフラ維持管理技術シンポジウム2018 (2018.10.30 札幌) 
30am3-PD-16

 
- 86 -
©2018 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構



 
 

 4 / 4 
 

	

	

(a)計測実験の様子	

	

(b)加振時の変位計測結果	

Fig. 9 Experiment of displacement measurement using 
inspection system for general civil structures 

	

に加振した時に計測した端部から 12.5	m 位置での変位の様

子を図 9 に示す．これより加振後の減衰の様子が確認でき

る．	

6. おわりに 

	 本研究では，インフラ構造物の変位やたわみ角を遠隔か

ら高精度に計測できるシステムの開発を行った．新しいア

ルゴリズムや装置を試作し，多くの現場での実証試験を行

うことで，実用的なシステム開発を行うことができた． 
	 また，本稿で紹介した以外に，横長カメラや，鉄道橋梁用

の無線式サンプリングモアレカメラ，複数台のカメラを同

期させて撮影することができる無線トリガ装置などの試作

を行なっている．また，本プロジェクトを進めることで，た

わみ角を用いた新しい健全性評価の指標の提案(9)も行なっ

ている．今後，さらに実証試験を進めて改良していくこと

で，多くのインフラ構造物において実際に利用されるもの

にしていきたい． 
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