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サンプリングモアレカメラの開発と道路橋等への適用例 
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Development of Sampling Moire Camera and its application to road bridges 
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サンプリングモアレカメラによる遠望多点変位・振動測定のシステム構成および搭載される最新機能と，一般道路橋や土木

構造物等へ適用した現場事例の紹介 

This paper introduces the system configuration of distant-view multi-point displacement and vibration measurements by 

using the Sampling Moire Camera, additional functions of the Sampling Moire Camera, and on-site examples for general 

highway bridges and civil engineering structures. 
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1. 橋梁モニタリングにおけるたわみ測定と課題 

 道路橋及び鉄道橋等のたわみ測定は、橋梁の健全性指標

として長く行われてきた。その計測方法はリング式変位計

等の接触式が古くから採用されている。しかし、橋梁下部が

河川や道路、軌道などにより変位計用ワイヤーの設置が困

難な場所も多くあるため、その場合にはサーボ型加速度計

等の使用、又はレーザー光等による非接触式のたわみ計測

も行われてきた。  

橋梁の健全性評価を行う場合、多点同時にたわみを計測

することがある。接触式及び非接触式変位計では各計測点

に対し1台の計測機器が必要となり、計測点が多い場合には

準備に多大な時間と費用を要することもある。そのため、多

点のたわみを効率よく簡易に計測できる方法が求められて

いる。 

これらの課題を解決するために「NEDOインフラ維持管理・

更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト イメー

ジング技術を用いたインフラ状態モニタリングシステム開

発（位相解析手法を用いたインフラ構造物用画像計測シス

テムの研究開発）」の委託開発において、サンプリングモア

レ法を使用した、カメラ画像による各種構造物の多点同時

変位計測（サンプリングモアレカメラ）の実証試験を実施し

た。  

2.  サンプリングモアレ法 

サンプリングモアレ法とは、２次元の格子画像に対する

位相解析手法のひとつである。ワンショットの画像から２

成分の位相を得ることができる。周囲の画素を平均化する

処理が含まれているため、ノイズに強く、格子ピッチの

1/100〜1/1000 の計測精度が得られる。 

 図１に撮影された２次元格子画像に対するサンプリング

モアレ法による位相解析の流れを示す。２次元格子画像を y

方向に平滑化することで、x 成分の格子が得られる。これに

対して、格子の画素数に近い整数の画素数 N で間引き処理

を行う。このとき、間引く位置を１画素ずつ変えることによ

って、位相シフトされた N 枚のモアレ画像が得られる。これ

らの画像に位相シフト法を適用することで、x 方向のモアレ

の位相分布が得られる。さらに N 画素で 2πとなる位相を加

えて 2πにラッピング処理をすることで、x 方向の格子の位

相分布が得られる。y 方向についても同様の処理で y 方向の

モアレの位相分布と y 方向の格子の位相分布がそれぞれ得

られる。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 サンプリングモアレ法による位相解析の流れ 

 
変位については変形前後の格子の位相の変化から求める

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-19

 
- 96 -
©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



 
 

 2 / 4 
 

ことができる。  

変位は位相差に定数を掛けたものとなっており、カメラ

の位置や撮影画像内での格子のピッチとは無関係に値が得

られることになる。そのため、本手法はカメラのキャリブレ

ーションが不要で、計測対象に取り付けられた格子パター

ンの正面にカメラを配置する必要もなく、レンズの歪曲収

差にも影響されずに変位分布を得ることができる。 

 計測対象物に貼付けられた 2 次元格子パターンを斜め方

向から撮影すると、撮影された画像においては、格子の向き

もピッチも場所によって異なるように撮影される。それで

も格子のピッチが既知であるために、得られる位相差から

変位への換算式は変わらない。サンプリングモアレ法の詳

細については福井大学大学院工学研究科 光計測システム

研究室 藤垣元治教授の論文資料を参照されたい。引用文

献(1)(2)(3) 

 

3.  サンプリングモアレ法の特徴 

サンプリングモアレ法の特徴としては、 

 ワンショットで撮影した画像からｘ方向とｙ方向の2

次元の変位が同時に計測できる 

 変位計測分解能は、格子ピッチの1/100から1/1000程度

が得られる 

 計測対象側は、格子パターンを固定するだけでよい 

 格子ピッチが既知の格子を用いるため、キャリブレー

ションが不要 

が挙げられる。 

 また、格子画像は位相を用いるため正確に格子に焦点を

合わせる必要がなく、例えば測定する格子パターン毎にカ

メラ方向に対して距離が異なっていても計測を行うことが

できる。カメラの画角範囲内に格子パターンの測定点があ

れば、多点での同時計測が可能である。 

 

4.  サンプリングモアレカメラのシステム構成 

 サンプリングモアレカメラシステムは、サンプリングモ

アレカメラとコントロールＰＣ及びデータ処理・解析ソフ

トを基本システムとしており、複数台のカメラによる同期

撮影が可能となる「同期ユニット」も用意している。また、

測定対象部分に貼付する「格子シート」についても、撮影範

囲や距離に応じて 2ｍｍピッチ～40ｍｍピッチ等各種用意

した。（図 2） 

 

図2 測定システム構成例 

 開発した搭載機能としては、 

 面外変位計測アルゴリズム（XYZ の 3 方向の変位） 

 500fps 以上の高速撮影 

 多チャンネルリアルタイムモニタ 

 定点観測モード（長期連続モニタリング対応） 

などがある。 

5.  サンプリングモアレカメラでの計測事例 

現在、さまざまな橋梁において実証試験計測を行ってい

る。以下に事例を紹介する。 

〈5･1〉鋼橋のたわみ測定 

鋼橋のたわみ測定には格子パターンが印刷されたマグネ

ットシートを採用している。簡単に貼り付け取り外しがで

き、位置の修正も簡単である。今回の測定では格子ピッチ間

隔の異なる2種（10ｍｍ、20ｍｍ）の格子シートを同じ場所

に貼り付けて、撮影点距離30ｍで望遠レンズを使用してい

る。両測定点のたわみ量及び周波数解析結果に違いは見ら

れなかった。（図3、図4） 

 

図3. 鋼橋でのたわみ測定例 
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図4 測定データ例 

 

〈5･2〉コンクリート橋の多点変位測定 

 コンクリート橋の測定ではシールタイプの格子シートを

採用している。今回の測定では桁全体のたわみ分布を測定

するために等間隔でシートを貼りつけた。画角を広くとる

ために広角レンズを使用している。また、シートの格子ピ

ッチ間隔及びシートサイズも大きくする必要がある。（図5） 

 多点測定により、変位のモデル解析が容易になり、桁全

体の変形状態を確認することが可能となる。（図6） 

 

図5 コンクリート橋の多点変位測定例 

 

図6 単純梁の変形モデル例 

 

〈5･3〉接触式（リング変位計）との比較測定 

 サンプリングモアレカメラの精度確認のために、リング式

変位計との比較計測を行った。リング式変位計は追越し車

線側のみに設置し、サンプリングモアレカメラは、走行車線

側と追越し車線側2つの桁下部に格子シートを貼りつけた

アルミ板を鉛直に固定し、1台のカメラによる複数桁の同時

測定を行った。  

桁端部から撮影し測定した結果、両方式でのたわみピー

ク値及び波形に違いは見られなかった。（図7、図8） 

     

 

図7 複数桁の同時測定例 

 

図8 リング変位計との比較測定結果 

 

〈5･4〉オフライン解析ソフトによる変位分布解析 

 桁全体に格子模様があれば、変位分布測定も可能である。

各画素間の位相変化をみることで、局部的な変形や異常な

ひび割れの動的な確認もできる。（図9） 

オフライン解析ソフトでは、市販カメラや高速度カメラ

の画像を使用して解析することも可能である。 

 

図9 オフライン解析ソフトによる変位分布解析 
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6.  橋梁たわみ計測における課題 

橋梁等の大型構造物のたわみ、変位計測を精度良く測定

するための課題を以下に挙げる。 

① 撮像範囲と距離の関係 

 長スパン橋全体を側面から複数点同時計測する場合、カ

メラと測定物を離し画角を広くする必要がある為、格子サ

イズを大きくする必要がある。 

対策として、桁端からの橋軸方向への撮影または複数台カ

メラでの同時計測で対応する。 

② カメラのぶれ対策 

 屋外の現場では風や他の振動源からの影響によりカメラ

ぶれが起きる。この対策としては、各計測点の他に変位しな

い固定点を撮影しておき、その変位データから各測定点デ

ータを補正することができる。固定点が取れない場合には、

計測後のデータをデジタルフィルタ等で処理することが必

要となる。 

③ ゆらぎ対策 

 光学系の避けられない課題として「ゆらぎ」がある。梁下

が河川等の場合水面からの反射や気温差による空気の乱れ

による画像のゆらぎが発生する。これらの対策は難しいた

め、現場状況によっては夜間計測を行っている。 

④ 遠望計測用ターゲットマークの標準化 

既設橋ではターゲットシート（格子シート）の設置困難場

所が多くある。このため画像やレーザー等による各種遠望

計測にも対応できる統一ターゲットマークの恒久設置を提

案したい。測定毎にターゲット設置が不要となり、点検コス

トの大幅削減や定期測定毎のポイントの固定化による繰り

返し性の向上、測定誤差の低減ができる。また、各種計測法

に対応できれば計測機器の開発促進にもつながる。新設橋

においては施工時に設置、既設橋では定期点検時に設置を

行えば、以後の点検をいつでも簡易に行うことができる。 

 

7.  他の構造物等への応用 

本計測手法は、橋梁などの道路構造物の他、各種インフラ

構造物等の計測にも応用している。 

 建屋の柱やガラス面の風圧等による変位や振動，風力発

電タワーでは、地上に設置したカメラによるナセル部の振

動・変位計測も行った。 

工場関係ではクレーンの荷重による変位、プレスなどの

稼働中設備の振動・変形計測、家電製品のモータ振動変位な

どにも使用できる。 

橋梁の長期モニタリングも実施している。日中の気温変

化や季節変動による変位が確認できている。 

高速度カメラを使用した自動車部品の回転振動影響、高

温下における振動・変位計測など本計測手法が応用できる

範囲は多岐に広がっている。  

 

8.  おわりに 

近年、橋梁点検の効率化が求められており、遠望からの非接

触計測が注目されている。本稿では，サンプリングモアレ法

を用いた実際の橋梁のたわみ計測の実例をいくつか示し

た．サンプリングモアレ法は，たわみだけでなく，たわみ角

も精度よく計測するこができ，今後の発展も期待できる．本

手法を含めた簡易計測手法が今後のインフラ構造物維持管

理に役立つことを目指して、産官学連携を取りながら、より

使いやすく、より安心できる計測機器の開発に取り組んで

いきたい。 
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