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・配線や計測器設置の問題

・屋外では耐久性が低い

ひずみゲージ

現場におけるひずみ計測の現状

光ファイバーセンサー
・配線や計測器設置の問題

・計測コストが高額

デジタル画像による
ひずみ計測 ・油や汚れが付着する環境、

表面色が変化する環境での
使用が困難

・スペックル干渉法
・デジタル画像相関法
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ひずみゲージを用いる方法

・局所的な計測となる

現状のひずみ計測方法の問題点

・微小領域や凹凸のある部位には適さない

・測定装置の設置や保守が煩雑である

レンズ付CCDカメラで撮影した複数のデジタル
画像からひずみを求める方法

・カメラ姿勢によって画像にひずみを生ずる

・レンズ収差は補正を行っても大きな誤差要因となる

・照明等の環境条件を常に一定にすることが難しい
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ラインセンサスキャナを用いた全視野ひずみ計測方法

（佐賀大，長崎大，福岡県で特許出願済）

×

装置がやや大きく、重量があるため
現場での操作性に劣る

1回の計測で1方向のみのひずみ

しか求められない

×

×

ラインセンサの焦点深度が浅いた
め凹凸の大きな面には不向き

問題点

新技術の基となる研究成果・技術
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本装置は，外部光を遮断する遮光筒内に，任意の照度の拡散光を照射する
ことができるLED照明，焦点距離を高精度に調節できるマイクロメータ，表面

温度を測定するための赤外線放射温度計，および諸収差の極めて小さいレンズ
を内蔵する装置であり，この装置にデジタルカメラもしくはデジタルビデオカメラ
などの撮像機器を装着した装置。

また、この装置によって撮像した複数の画像からデジタル画像相関法によって
被測定物のひずみを測定する方法。

テレセントリックレンズタイプ全視野ひずみ計測装置の概要

デジタルカメラ
遮光筒

照明用電源/コントローラ テレセントリックレンズ

新技術の特徴・従来技術との比較
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装置の構成

W.D.調節用マイクロメータ LED照明

拡散板 テレセントリックレンズ
デジタルカメラ

遮光筒

赤外線放射温度計
照明用電源/コントローラ

≪仕様≫
全長：52cm

遮光筒部外径：11cm

質量：4.2kg

①W．D．調節用マイクロメータ：

収差が小さいレンズ，例えばテレセントリックレンズのようなもの
には焦点距離を合わせる機構がないため、W．D．（ワーキング

ディスタンス）調節用マイクロメータで距離（ピント）を合わせる。
また，このマイクロメータによって，デジタルカメラのCCD面と被

測定物の面を平行になるよう調整する。装置を取り外して計測
する場合には、このずれ（両面の平行度のずれ）が計測誤差に
大きく影響する。
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②遮光筒：

④拡散板：

LED光源を用いることによって蛍光灯のようなちらつき

の問題がなくなる。 また照度をコントローラで簡易に
一定管理し（キャリブレーション），LEDの劣化や，被測
定物の表面の劣化などによる計測誤差を低減する。

③LED照明，照明用電源/コントローラ：

ひずみ計測時に最も大きな誤差要因となる外部光（ゆらぎ，変
動など）を遮断する。

⑤赤外線放射温度計：

⑥テレセントリックレンズ： 収差の少ないレンズ。例えば，両側テレセントリックレンズ。

⑦カメラ： 本装置ではN社製，600万画素のデジタルカメラを使用。

LED照明の前に取り付け、照明光を散乱光にするためのもの。
これによって被測定物全面に均一な光が当たる。

被測定物の表面温度を測定し、熱ひずみ分を計算し、
実ひずみを求める時に使用する。
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デジタル画像相関法によるひずみ解析法の概要

変位前の濃淡画
像のサブセット
内階調値を数値
化

標点間の移動画素
量（サブピクセル
単位）から
ひずみを求める

サブセット内の各数
値の相関が最も高く
なる画素位置を比較
画像から求め、移動
画素量を求める

変位後
位置

変位前
位置

撮影範囲

CCDｶﾒﾗ
ｽｷｬﾅ等

サブセット (N×N)

変位後
位置

変位前
位置

サブセット (N×N)

変位前
位置

変位後
位置

ピクセル 階調値
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ひずみ測定精度検証実験

工事件名： 市営地下鉄7号線 Ｓ駅 二工区 土木工事
工 種： 開削工事，土留工
計 測 点 ： 切梁（H400‐SS400） 1段目20番 （腹
起側）
設 置 日 ： 平成18年9月30日
測点番号： No.39045

鋼材（H鋼）を一軸載荷し、ひずみゲージ値と本装置による計測値を比較

白の水玉模様を塗装上にスプレー

２次元コード（QRコード）添付
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差 誤差(%)

200μ ゲージ値 200
計測値 205 5 3

400μ ゲージ値 398
計測値 417 19 5

600μ ゲージ値 602
計測値 645 43 7

800μ ゲージ値 803
計測値 829 26 3

1000μ ゲージ値 999
計測値 1047 48 5

載荷軸方向ひずみ（平均値）

差 誤差(%)

60μ ゲージ値 61
計測値 69 8 13

120μ ゲージ値 121
計測値 99 -22 -18

180μ ゲージ値 179
計測値 165 -14 -8

240μ ゲージ値 235
計測値 229 -6 -3

300μ ゲージ値 297
計測値 309 12 4

ポアソン方向ひずみ（平均）

差 誤差(%)

200μ ゲージ値 -209
計測値 -242 -33 16

400μ ゲージ値 -414
計測値 -465 -51 12

600μ ゲージ値 -603
計測値 -695 -92 15

800μ ゲージ値 -802
計測値 -924 -122 15

1000μ ゲージ値 -1009
計測値 -1143 -134 13

載荷軸方向ひずみ（平均値）

差 誤差(%)

60μ ゲージ値 52
計測値 62 10 19

120μ ゲージ値 110
計測値 118 8 7

180μ ゲージ値 178
計測値 160 -18 -10

240μ ゲージ値 245
計測値 222 -23 -9

300μ ゲージ値 293
計測値 280 -13 -4

ポアソン方向ひずみ（平均）

実験結果

白の水玉模様のスプレー上を解析 ２次元コード上を解析

全体的に，ひずみゲージ値との誤差は、十数％程度であった。誤差％の絶対値の平均
は、スプレー上は6.9％、2次元コード上は12.0％となり，スプレーの方が若干良い結果が
得られた。
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軸方向ひずみ

２次元コード

y = 1.137x - 3.21

R2 = 0.9995

スプレー

y = 1.0464x - 0.3338

R2 = 0.9991
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実験結果

一般的に，これまでに提案されているデジタルカメラを用いたデジタル画像相関法
によるひずみ計測では，分解能は200μ以上と言われており，誤差にすると50～
100％程度はあるとされている。

本装置による方法では，従来技術と比較して，顕著な効果が得られており，また，
スキャナ法と比べても装置が軽量・小型であること，複数の方向のひずみを求める場
合，計測時間が半分以下となることなどの利点がある。
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新型テレセントリックレンズタイプ全視野ひずみ計測装置
の概要

機器の構成，ひずみ解析原理は旧型の装置と同様であるが，装置の小型軽量化，デジタ
ルカメラの画素数を向上させた新型装置

≪仕様≫
全長：33cm

全高：22cm

質量：3.8kg

画素数：約1200万画素
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装置先端部を分離できるため，
対象物への装置の設置が容易。

鋼製の対象物には，マグネットで
固定。

その他特徴

各種センサを内蔵可能。
現在は装置の異常音を検知する

ためマイクロフォンを内蔵した。

マイクロフォンはスライドし対象物
に密着させる。

マグネット

マイクロフォン スライドノブ
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本装置の実施例

▲＋△ ： 1期施工計測位置
▲ ： 2期施工計測位置

ボールト ボールト

センターピアサイドウォール サイドウォール

M (kN・ｍ） N （ｋN) σ (N/mm2) ε (×10-6) σ (N/mm2)

ボールト 中央 59.3 129.3 -3.0 -147.5 -4.6

サイドウォール SL -105.6 314.7 -8.3 -53.2 -1.6

センターピア SL 3.9 383.6 -9.6 -138.8 -4.3

部材 位置
設計値 テレセン装置計測値

設計値とテレセン装置計測値の比較

旧型装置の実施例

測点番号 ： 

工事件名 ： 

発注者 ： 

断面番号 ： 

部材 ： 

計測場所 ： 

計測点位置 ： 

設置日 ： 

計測開始日 ： 

コンクリート打設日 ： 

コンクリート配合 ： 

　　　　他5項目

モジュラーチ計測位置
QRコード

プレキャスト･アーチカルバート工法の一種であるモジュラーチ工法の
盛土過程における内空ひずみ（応力）計測に本装置を適用

※他に，NATMトンネルの2次覆工コンクリートおよび壁高欄
コンクリートの乾燥収縮ひずみの施工管理の実施例有り
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新型装置の実施例

アメリカ ニュージャージー州の高速道路の非合成桁のひずみ計測
において本装置を適用
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例） ・数mm以下の微小なもの

・平面内の凹凸が大きいもの、ポーラスなもの

・固体粒子の集合体（土や錠剤など）

・粘性体

・複合材料などの不均質なもの、不連続なもの

１）研究開発・設計段階

産業上の利用分野

これまで、ひずみゲージによる測定が不適当とされていたものやひずみゲージの貼付
が困難であったものの全視野ひずみ計測を可能とし、各種材料・製品の研究開発や
設計用のデータを提供できる

想定される用途
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例） ・小型部品の組立てや熱処理後のひずみ（変形）の管理

・機械部品、設備、プラント、鋼構造物の溶接時に発生する残留応力の管理

・構造物施工時の支保工、土留め、切梁りなどの仮設工の応力状態の

モニタリングによる安全管理

・片持ち梁架設や死荷重増加後（例えば、上部工施工後の下部工、階上施工

後のそれを支持する柱・梁）における各部位の応力状態の把握

・構造物の基礎や支点の変位、沈下に伴う過大応力の把握

・コンクリート施工時の温度応力や乾燥収縮によるひずみの把握

２）製造・施工段階

部品・装置の製造工程での管理やプラントや構造物の施工管理に幅広く応用できる。
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３）維持（安全）管理段階

航空機、船舶，列車の整備・点検やヘルスモニタリングのための機器として、または設備、
構造物の点検、維持管理のための機器としての利用。

部品や部材のひずみを定期的に計測し、残留応力、残留ひずみから、き裂の発生、力学
的性能低下などの予測・管理を行う。

例えば、航空機や原子力プラントの定期的な整備点検を行う場合に、
部材には、下図のように計測箇所に特定の模様を塗装しておくのみで、残留
応力、残留ひずみ、き裂の発生、力学的性能低下などの予測・管理を行う。

航空機の整備点検に

本装置による
ひずみ計測
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想定される業界

• 利用者・対象

各種産業の研究開発・調査・設計部門

製造・施工部門

維持（安全）管理部門

• 市場規模

例）橋梁の維持管理への適用

→250億円以上の市場規模

※ ひずみ計測が必要な全産業へ適用可能



22

今後の検討課題

• 種々の計測条件に適用させるために、ひずみ
計測精度を数％程度まで向上させるべく検討
中（現在10％程度）。

• 動的なひずみの計測を可能とし、適用範囲を
拡大するために、デジタルカメラを高速度カメラ
に変更し検討する。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：変位／ひずみ計測装置

• 出願番号 ：特願2010-050956

• 出願人 ：佐賀大学、長崎大学

• 発明者 ：伊藤幸広、松田浩、他３名
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お問い合わせ先

佐賀大学

産学官連携推進機構 技術移転部門(TLO)

ＴＥＬ ： ０９５２－２８－８１５１

ＦＡＸ ： ０９５２－２８－８１８６

e-mail ： tlo@mail.admin.saga-u.ac.jp


