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縞画像の⾼精度位相解析技術の開発と応⽤
 
先端材料の⼒学特性やインフラ構造物の健全性を評価するために、全視野での変位・

ひずみ測定可能なサンプリングモアレ法をマルチスケールの変形測定に適⽤し、原⼦レ
ベルでの⽋陥検出から橋梁の微⼩たわみ計測まで幅広いスケールでの測定が可能にな
りました。また、世界で初めて時空間の⾼次元輝度情報を同時に利⽤することで、周期
誤差が発⽣しない時空位相シフト法を開発しました。同位相解析技術は、固体⼒学のみ
ならず、今後⽣体⼒学、流体⼒学、宇宙天⽂学への応⽤も期待できます。 
 
はじめに 

縞画像の位相解析技術は、コンピュータ
とデジタルカメラの技術的進歩とともに
1980 年代から急速的に発展してきた[1]。
代表的な空間的な位相解析法（Spatial 
phase analysis）として、フーリエ変換法
や窓付フーリエ変換法、サンプリングモア
レ法が挙げられる[2]。また時間的な位相解
析法（Temporal phase analysis）として位
相シフト法が最もよく使われている。現状
世界中で 100 種類を超える位相シフト法
（Phase-shifting method, PSM）が報告さ
れているが、いずれも時間⽅向の 1 次元の
輝度情報のみを⽤いた⼿法である[3]。筆者
は産総研⼊所後に、主に空間的な位相解析
法であるサンプリングモアレ法（Sampling 
moiré method, SM）に関する応⽤研究を進
めてきた。最近では新しい位相解析法であ
る 時 空 位 相 シ フ ト 法 （ Spatiotemporal 
phase-shifting method, ST）も開発したの
で、これらの技術の特徴とこれまでの応⽤
例、さらに今後の応⽤展開（その可能性）
を紹介する。 
 
サンプリングモアレ法による変位計測 

サンプリングモアレ法[4]は、古くから知
られている 1 種の拡⼤現象であるモアレ
（moiré）を利⽤して、撮影された規則模様
に対して、空間周波数のダウンサンプリン
グに相当する間引きと輝度補間処理を⾏
うことで、1 枚の格⼦画像から同時に複数
枚の位相がシフトされたモアレ縞画像を
得ることができ、モアレ縞および元の縞画
像の位相分布を求めることができる。この
⽅法は構造物表⾯に貼り付けた規則模様
を変形前後にその格⼦画像をカメラで撮
影するだけで、格⼦ピッチの 1/1000 の精
度で変位分布を測定できるため、構造物の
微⼩変位測定に極めて有効である[5]。 
 サンプリングモアレ法は原⼦レベルで
の転位⽋陥検出[6]から、CFRP や Ti 合⾦
などの複合材料のひずみ分布計測[7]に加
えて、橋梁構造物のたわみ計測[8,9]まで幅
広いスケールでの適⽤が可能である。 

 

 

 
図１ インフラ構造物のたわみ計測 

 
図 1 にサンプリングモアレ法による東北
新幹線（はやぶさ号 10⾞両とこまち号 7
⾞両の計 17 ⾞両）が時速 320キロで通過
するコンクリート⾼架橋の中央部分にお
けるたわみの測定結果を⽰す[10]。ここで
は橋梁の中央部に予め 50mm ピッチのモ
アレマーカを貼り付けて、約 30m離れた
場所に設置された産業⽤CCDカメラを⽤
いて 10fps で撮影された画像から求めた
時系列でのたわみ量である。下り線での
実験のため、前半のこまち号の 7 ⾞両と
後半のはやぶさ号の 10⾞両の計 17 ⾞両
が⾼架橋を通過した際に発⽣した 1mm
未満のたわみ量を測定することができ、
サンプリングモアレ法の有効性を⽰した。 

ところで企業連携において、多くの⽅
のご協⼒の下でいくつかの現地検証実験
をさせていただく機会があった。実験室
と違って現場ならでの問題にその都度直
⾯するが、それぞれの課題を克服するこ
とで新たな知財が⽣まれるチャンスも多
い。例えば、NEXCO東⽇本との橋梁たわ
み計測[11]や⾸都⾼速道路との重量測定
[12]との共同出願が挙げられる。 
上記の⼀連の研究業績により、第 27 回
つくば奨励賞（実⽤化研究部⾨、2017.9）、
⼟⽊学会の年次学術講演会優秀講演者表
彰（2017.11）、⽇本⾮破壊検査協会の睦賞
（2018.6）や⽇本実験⼒学会の技術賞
（2019.9）などを受賞した。 
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時空位相シフト法による新しい研究の応⽤展開 
縞画像の位相または位相変化を解析することで、様々な

物理量（例えば、物体の形状・変位・ひずみや屈折率・厚み
分布など）を定量的に評価することができるようになる。し
かし、計測中に様々な外乱により、幾分計測誤差となり、多
くの研究者がそれを低減する⽅法を提案してきたが、完全
に除去することができず、波⻑の 1/100~1/1000程度が限
界であった。 

そこで、アインシュタインの特殊相対性理論でも唱えて
いる時空（時間と空間）の概念を導⼊した時空位相シフト法
を開発した[13,14]。図２は⾼次元の輝度情報を⽤いた縞画
像の位相解析⼿法の考え⽅を⽰した図である。従来の 1 次
元の輝度情報のみを⽤いる位相シフト法（時間的）とサンプ
リングモアレ法（空間的）を融合することで、２次元や３次
元の輝度情報空間に拡張することができる。これにより、周
期誤差のない位相と位相勾配の解析ができるようになった。
カメラで記録されたある画素の輝度値は 0 次元の情報であ
ることを考えると、2 次元の空間情報に 1 次元の時間情報
を加えた 3 次元のデータキューブには多くの輝度情報が含
まれており、時間情報また空間情報のみを⽤いた位相解析
⽅法よりも精度が⾼いことが容易に理解できる。 

これまでの研究ではすでに縞画像解析で外乱となる輝度
⾮線形やサチュレーション、外部振動、背景輝度と輝度振幅
の変動に強いことをシミュレーションおよび実験で実証し
た[15]。また、最近では加速器におけるアンジュレータの楕
円偏光の位相構造の解明にも位相解析技術を適⽤した[16]。
最近新たに偏光カメラとレーザ⼲渉による透明物体の密度
変化の可視化や、⾦属材料や複合材料の内部を伝搬するレ
ーザ超⾳波画像に位相解析技術を適⽤することにより、こ
れまで⾒えなかった変化をより観察しやすくなった。 

ところで⼤きな宇宙の研究は、⼩さな物理法則（ミクロの
量⼦⼒学）とつながっていることが多い。物理学者はこのこ
とをギリシャ神話に出てくる「ウロボロスの蛇」と表現して
いるが、スケールが変わっても⽤いられる技術は共通する
ことが多いことに気づかされる。 

 
図２ ⾼次元輝度情報を⽤いた縞画像の位相解析⼿法 

 
図 3 時空解析法の今後の応⽤展開とその可能性 

図 3 は時空解析法の今後の応⽤展開を⽰す模式図である
が、そのポテンシャルは素粒⼦の物理研究から重⼒波の⾼
感度検出まで幅広く利⽤できると考えられる。スケールが
どんなに⼩さくまたは巨⼤であっても、波動関数を⽰す物
理現象であれば、輝度と位相情報が必ず存在するため、今後
位相解析技術が多くの研究分野でその威⼒を発揮できるこ
とを期待したい。 
 
おわりに 
本稿で紹介したサンプリングモアレ法は、簡便かつ⾼精

度な光学的⼿法としてインフラ構造物の変位分布を計測す
るのに有効である[17]。産総研第 5 期ではさらにドローン
を⽤いた空中撮影でも微⼩変形を測定できれば、より活⽤
する場⾯が増えると期待できる。また、⾼次元の輝度情報を
⽤いる時空解析法は周期誤差が発⽣しないため、⾼精度な
位相解析が実現できることから、これまでに観測できなか
った新たな物理現象の発⾒につながる期待がある。 
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