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圧力計測では、今、何が問題なのか？
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圧力の２次元分布をとらえる
さまざまな工夫
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照明レーザー

スペックルパターン

微細加工を施した圧力検出セルで測
定対象を覆う
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新しい提案
II

ゲルを用いた感圧部と
光計測法の結合



• 圧力＝＞変位・・・・変位＝＞数ミクロン程度

・ 圧力 ∝ 変位量 線形性の確認

・ 光計測法の適正な範囲の設定

噴流によって変形するゲルの
変形量をスペックル干渉法により計測する



これを実現するための手法



微細化・高分解能化
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空間精度の向上と時間分解能の確保することで時間方向の計測

ヒルベルト変換位相解析法で、より高精度に！

時間方向に各セルの位相解析

ヒルベルト変換位相解析

V. Majarova, H. Kadono, S. Toyooka, Use of dynamic electronic 
speckle pattern interferometry with the Hilbert transformation 
method to investigate thermal expansion of a joint material,
Applied Optics, Vol.45, Issue 29, pp.7590-7596, 2006

位相のunwrap

正確な位相の時間変化を計測



基本的な光学系



光干渉と変位量の対応
スペックル干渉法 Electronic Speckle Pattern Interferometry

変形前 変形後
干渉縞

フィルター縞次数の決定

実験では

物体の微小回転による面外変位を計測

スペックル干渉法の結果と幾何学的に計算した結果
は大きな差異なく一致した

Fig.2 Flow chart of ESPI



確認実験

圧力の感度を揃えるために
均一にゲルを充填させたフレームに
裏から噴流をあて、おもて面の変形を
スペックル干渉法にて計測する。

Fig.4  schematic view of Experimental system

flow
He-Ne Laser beam

ウレタンゲル 硬度０

圧縮弾性率[Pa] 1.2E+05

ポアソン比 0.33
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Table1 Specifications of Urethan gel

Fig.3 Gel sensor

Table2 Specifications of Frame



圧力を干渉光の位相から回復

Fig.6 Temporal Speckle intensity

各pixelにおける時系列データ

ひとつのスペックルからなる隣り合う４つのピクセルから似たような時系列波形を得た。

このスペックルが面外変位による位相差を時系列波形に載せている

スペックルサイズ4×4ピクセルの





カメラの各ピクセルでの輝度の時間変化



輝度変化から求めた干渉縞の位相変化



センサー部の変位量





まとめ
・粘弾性体ゲルにより圧力の２次元・非
定常計測が可能となる
・圧力の空間測定精度は、光学系によ
って大きく変更できる。
・時間変化はヒルベルト変換法で精度向
上が図れる。
・粘弾性ゲルの利用方法と応用は非常
に大きな拡張性がある。
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