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(57)【要約】

（修正有）

【課題】小型模型化した供試体に荷重を付加したときの
変形特性を、材料の実際状況に即した形で、かつ簡易な
装置により、的確に評価する。
【解決手段】供試体の周方向で供試体の中心軸に対し垂
直な面内において中心軸から等距離で相互に等間隔の位
置において複数台の撮像装置をそれぞれ３次元座標の原
点に撮像光軸を向けて配置し、供試体に中心軸方向の荷
重を付加していない状態と付加した状態とにおいて複数
台の撮像装置により供試体を同期して撮像し、撮像装置
で得られた各画像における供試体周面の標点の画像座標
を求め、撮像装置で得られた各画像のうち隣接する２台
の撮像装置による画像を１組の左右画像としてこの左右
画像における供試体の標点の画像座標から標点の３次元
座標を求め、これを隣接する２台の撮像装置の全ての組
み合わせについて行って、求められた全ての標点の３次
元座標の変化量から供試体の変形特性を求める。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
周面に標点を有するかまたは標点が付与されている供試体について荷重を付加していな
い状態及び荷重を付加した状態で撮像した画像を画像処理することにより供試体の変形特
性を測定する方法であって、
３次元座標の原点を規定することと、
前記供試体を中心軸方向の上下端側で前記供試体の中心軸方向に荷重を付加し得るよう
に前記供試体を支持することと、
前記供試体の周方向で前記供試体の中心軸に対し垂直な面内において中心軸から等距離
で相互に等間隔の位置において１台ずつ計Ｎ台の撮像装置をそれぞれ前記３次元座標の原
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点に撮像光軸を向けて配置することと、
前記撮像装置における基準点の位置を測定することと、
前記供試体に中心軸方向の荷重を付加していない状態及び付加した状態において前記Ｎ
台の撮像装置により前記供試体を撮像することと、
前記Ｎ台の撮像装置で得られた各画像における前記供試体の標点の画像座標を求めるこ
とと、
前記Ｎ台の撮像装置で得られた各画像のうち隣接する２台の撮像装置による画像を１組
の左右画像とし該１組の左右画像における前記供試体の標点の画像座標から該標点の３次
元座標を求めることを前記隣接する２台の撮像装置の全ての組み合わせについて行って前
記供試体の周面の全ての標点の３次元座標を前記供試体に中心軸方向の荷重を付加してい
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ない状態及び付加した状態の各段階について求めることと、
求められた前記全ての標点の３次元座標の変化量から前記供試体の変形特性を求めるこ
とと、
からなることを特徴とする変形特性を測定する方法。
【請求項２】
前記供試体が可撓性の材料で形成され周面に標点が付与されたメンブレン内に砂質材料
を充填し密封してなるもの供試体であり、該供試体を撮像位置に対応したＮ個の観察窓を
有する密閉型の円筒形セル内に間に空間を有するように支持するとともに、前記セル内に
圧力を付加した状態の透明流体を充填するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の
変形特性を測定する方法。
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【請求項３】
周面に標点を有するかまたは標点が付与されている供試体について荷重を付加していな
い状態及び荷重を付加した状態で撮像した画像を画像処理することにより供試体の変形特
性を測定する方法であって、
３次元座標の原点を規定することと、
前記供試体を中心軸方向の上下端側前記供試体の中心軸方向に荷重を付加し得るととも
に中心軸の回りに回転及び停止できるように支持することと、
前記供試体の周方向で前記供試体の中心軸に対し垂直な面内において１台の撮像装置を
前記３次元座標の原点に撮像光軸を向けて配置することと、
前記撮像装置における基準点の位置を測定することと、
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前記供試体を前記撮像装置により前記供試体を撮像し前記供試体を中心軸の回りに（３
６０／Ｎ）度回転した後に再び前記撮像装置により前記供試体を撮像するという操作をＮ
回反復して前記供試体の全周囲を撮像することを中心軸方向の荷重を付加していない状態
と荷重を付加した状態とにおいてそれぞれ行うことと、
前記撮像装置で得られた各画像における前記供試体の標点の画像座標を求めることと、
前記中心軸方向の荷重を付加していない状態と荷重を付加した状態との各状態について
前記撮像装置で前記供試体をＮ回反復して撮像して得られた各画像のうち１回目の撮像と
２回目の撮像とにより得られた画像を１組の左右画像とし該１組の左右画像における前記
供試体の標点の画像座標から該標点の３次元座標を求め、次いで２回目の撮像と３回目の
撮像とにより得られた画像を１組の左右画像とし該１組の左右画像における前記供試体の
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標点の画像座標から該標点の３次元座標を求めるという操作をＮ回反復して前記供試体の
周面の全ての標点の３次元座標を前記供試体に中心軸方向の荷重を付加していない状態及
び付加した状態の各段階について求めることと、
求められた前記全ての標点の３次元座標の変化量から前記供試体の変形特性を求めるこ
とと、
からなることを特徴とする変形特性を測定する方法。
【請求項４】
前記供試体が可撓性の材料で形成され周面に標点が付与されたメンブレン内に砂質材料
を充填し密封してなるもの供試体であり、該供試体を撮像位置に対応した１個の観察窓を
有する密閉型の円筒形セル内に間に空間を有しかつ中心軸の回りに回転及び停止できるよ
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うに支持するとともに、前記セル内に圧力を付加した状態の透明流体を充填するようにし
たことを特徴とする請求項３に記載の変形特性を測定する方法。
【請求項５】
前記撮像装置で得られた各画像について求められた前記供試体の標点の画像座標に対し
幾何歪みを除去する内部標定を行い、さらに外部標定として画像座標から３次元座標への
座標変換を行うようにしたことを特徴とする請求項１〜４のいずれか１項に記載の変形特
性を測定する方法。
【請求項６】
周面に標点を有するかまたは標点が付与されている供試体について荷重を付加していな
い状態及び荷重を付加した状態で撮像した画像を画像処理することにより供試体の変形特
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性を測定するための装置であって、
前記供試体を３次元座標における所定位置において中心軸の上下端側で支持するととも
に中心軸方向の荷重を付加するように操作可能な供試体支持手段と、
前記供試体支持手段が前記供試体に中心軸方向の荷重を付加する操作を行い該付加され
た荷重の大きさの信号を出力する荷重付加手段と、
前記供試体の中心軸に垂直な面内において前記供試体の中心軸から等距離で相互に等間
隔の位置に前記３次元座標の原点に撮像光軸を向けて支持固定されたＮ台の撮像装置と、
前記荷重付加手段による前記試体への荷重付加と前記撮像装置による前記Ｎ台の撮像装
置による前記供試体の撮像とを対応づけて行うための撮像制御部と、
前記Ｎ台の撮像装置で得られた各画像のうち隣接する２台の撮像装置による画像を１組
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の左右画像として、該１組の左右画像における前記供試体の標点の画像座標から該標点の
３次元座標を求めることを前記隣接する２台の撮像装置の全ての組み合わせについて行っ
て前記供試体の周面の全ての標点の３次元座標を前記供試体に中心軸方向の荷重を付加し
ていない状態及び付加した状態の各段階について求め、求められた前記全ての標点の３次
元座標の変化量から前記供試体の変形特性を求める画像処理部と、
を備えてなることを特徴とする変形特性を測定するための装置。
【請求項７】
前記供試体が可撓性の材料で形成され周面に標点が付与されたメンブレン内に砂質材料
を充填し密封してなるもの供試体であり、前記変形特性を測定するための装置は撮像位置
に対応したＮ個の観察窓を有し前記供試体との間に空間を有する状態で前記供試体支持手
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段が前記供試体を支持するようにした密閉型のセルと、該密閉型のセル内に圧力を付加し
た状態の透明流体を充填する圧力付加手段とをさらに備えてなるものであることを特徴と
する請求項６に記載の変形特性を測定するための装置。
【請求項８】
周面に標点を有するかまたは標点が付与されている供試体について荷重を付加していな
い状態及び荷重を付加した状態で撮像した画像を画像処理することにより供試体の変形特
性を測定するための装置であって、
前記供試体を３次元座標における所定位置において中心軸の上下端側で支持するととも
に中心軸方向の荷重を付加しかつ荷重を付加し前記供試体を支持した状態で前記供試体を
（３６０／Ｎ）度ずつ回転及び停止させるように操作可能な供試体支持手段と、
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前記供試体支持手段が前記供試体に中心軸方向の荷重を付加する操作を行い該付加され
た荷重の大きさの信号を出力する荷重付加手段と、
前記供試体を中心軸に垂直な面内において前記供試体の中心軸から所定の距離をおいた
位置に前記３次元座標の原点に撮像光軸を向けて支持固定された１台の撮像装置と、
前記荷重付加手段による前記試体への荷重付加と荷重一定の状態での前記供試体支持手
段による前記供試体の（３６０／Ｎ）度ずつの回転及び停止の動作と前記撮像装置による
前記供試体の撮像とを対応づけて行うための撮像制御部と、
前記撮像装置で前記供試体をＮ回反復して撮像して得られた各画像のうち１回目の撮像
と２回目の撮像とにより得られた画像を１組の左右画像とし該１組の左右画像における前
記供試体の標点の画像座標から該標点の３次元座標を求め、次いで２回目の撮像と３回目
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の撮像とにより得られた画像を１組の左右画像とし該１組の左右画像における前記供試体
の標点の画像座標から該標点の３次元座標を求めるという操作をＮ回反復して前記供試体
の周面の全ての標点の３次元座標を前記供試体に中心軸方向の荷重を付加していない状態
及び付加した状態の各段階について求め、求められた前記全ての標点の３次元座標の変化
量から前記供試体における局所歪みを求める画像処理部と、
からなることを特徴とする変形特性を測定するための装置。
【請求項９】
前記供試体が可撓性の材料で形成され周面に標点が付与されたメンブレン内に砂質材料
を充填し密封してなるもの供試体であり、前記変形特性を測定するための装置は撮像位置
に対応した１個の透明な観察窓を有し前記供試体との間に空間を有する状態で前記供試体
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支持手段が前記供試体を支持するとともに中心軸の回りに回転及び停止できるようにした
密閉型のセルと、該密閉型のセル内に圧力を付加した状態の透明流体を充填する圧力付加
手段とをさらに備えてなるものであることを特徴とする請求項８に記載の変形特性を測定
するための装置。
【請求項１０】
前記画像処理部が前記撮像装置で得られた各画像について求められた前記供試体の標点
の画像座標に対し幾何歪みを除去する内部標定を行い、さらに外部標定として画像座標か
ら３次元座標への座標変換を行うようにしたことを特徴とする請求項６〜９のいずれか１
項に記載の変形特性を測定するための装置。
30
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、変形特性を測定する方法及びそのための装置に関し、特に荷重を受けた材料
の変形を画像処理により測定する方法及びそのための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
建設工事を行う上で、地盤の強度、耐久性を調査することが重要であり、特に地盤材料
の圧縮性とせん断破壊の状況のような特性について調査することは、地盤材料の評価にお
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いて大きな意義をもつ。地盤材料に関しては、構成粒子が堅固なもの、脆弱なもの等さま
ざまであり、同じ密度レベル、拘束圧レベルにおいても、強いダイレタンシーを引き起こ
すものから負のダイレタンシーとなるものまであり、せん断破壊の生ずる状況も多様であ
る。
【０００３】
近年、海砂の採取が困難な状況になり、建設工事に利用する砂質材料の確保が課題とな
りつつある。このため自然砂質材料の代替材として利用するための人工地盤材料の開発が
進められている。人工地盤材料は粒子強度が低く破砕し易いため、力学的に不安定になる
のではないかというような懸念もあり、試験施工程度にとどまっているのが現状である。
【０００４】
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自然砂質材料や人工地盤材料の強度、耐久性を評価する上で、地盤材料の力学的特性を
測定することが行われている。これは、地盤材料を小型模型化した圧縮試験により歪み−
応力特性を求めることや、水分量を計測して間隙比を求めるというようなことがある。
【０００５】
対象物の変形を測定することについて特許文献１，２に記載され、また、地盤を模型化
した供試体についてＸ線ＣＴによる三軸圧縮試験を行い、供試体内部の局所的な間隙比を
定量化することについて非特許文献１に記載されている。
【０００６】
特許文献１，２においては、岩盤等の対象物の計測点を任意に選び、基準計測点を含む
計測対象を複数の位置で撮影して得られた複数の画像から変位計測点の３次元座標を算出
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して変位を求めることについて記載されている。しかしながら、これはトンネル工事等に
おける対象物の変形状態を計測する上での手法は示しているものの、模型化した材料につ
いて、直接的な変形試験を行うのに代えて画像解析により変形特性を測定することを具体
的に示すものではなく、そのまま適用できるものではない。
【０００７】
非特許文献１に開示される手法は、模型化された試料に対して画像解析により変形特性
を求めるものであるが、Ｘ線ＣＴの装置を用いるものであり、実施するのに多くの経費を
要することが避けられない。
【特許文献１】特開平１１−２０１７５２号公報
【特許文献２】特開２００５−３３８１０７号公報

20

【非特許文献１】Desrues, J., Chambon, R., Mokni, M. & Mazerolle, F. : Void ratio
evolutioninside shear bands in triaxial sand specimens studied by computed tomo
graphy, Geotechnique46, No. 3, pp. 529 546, 1996.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
従来において、地盤材料等を小型模型化した供試体を用い圧縮試験を行い変形特性を求
める上で、材料の変形試験を直接行うのに代えて画像計測により行い、材料の変形の実際
状況に即した形で、かつ簡易な装置により変形試験を行い、変形特性をより的確に評価し
得る手法、あるいはそのための計測装置が求められていた。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は、前述した課題を解決すべくなしたものであり、本発明による変形特性を測定
する方法は、周面に標点を有するかまたは標点が付与されている供試体について荷重を付
加していない状態及び荷重を付加した状態で撮像した画像を画像処理することにより供試
体の変形特性を測定する方法であって、３次元座標の原点を規定することと、前記供試体
を中心軸方向の上下端側で前記供試体の中心軸方向に荷重を付加し得るように前記供試体
を支持することと、前記供試体の周方向で前記供試体の中心軸に対し垂直な面内において
中心軸から等距離で相互に等間隔の位置において１台ずつ計Ｎ台の撮像装置をそれぞれ前
記３次元座標の原点に撮像光軸を向けて配置することと、前記撮像装置における基準点の
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位置を測定することと、前記供試体に中心軸方向の荷重を付加していない状態及び付加し
た状態において前記Ｎ台の撮像装置により前記供試体を撮像することと、前記Ｎ台の撮像
装置で得られた各画像における前記供試体の標点の画像座標を求めることと、前記Ｎ台の
撮像装置で得られた各画像のうち隣接する２台の撮像装置による画像を１組の左右画像と
し該１組の左右画像における前記供試体の標点の画像座標から該標点の３次元座標を求め
ることを前記隣接する２台の撮像装置の全ての組み合わせについて行って前記供試体の周
面の全ての標点の３次元座標を前記供試体に中心軸方向の荷重を付加していない状態及び
付加した状態の各段階について求めることと、求められた前記全ての標点の３次元座標の
変化量から前記供試体の変形特性を求めることと、からなるものである。
【００１０】
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前記供試体が可撓性の材料で形成され周面に標点が付与されたメンブレン内に砂質材料
を充填し密封してなるもの供試体であり、該供試体を撮像位置に対応したＮ個の観察窓を
有する密閉型の円筒形セル内に間に空間を有するように支持するとともに、前記セル内に
圧力を付加した状態の透明流体を充填するようにしてもよい。
【００１１】
また、本発明による変形特性を測定する方法は、周面に標点を有するかまたは標点が付
与されている供試体について荷重を付加していない状態及び荷重を付加した状態で撮像し
た画像を画像処理することにより供試体の変形特性を測定する方法であって、３次元座標
の原点を規定することと、前記供試体を中心軸方向の上下端側前記供試体の中心軸方向に
荷重を付加し得るとともに中心軸の回りに回転及び停止できるように支持することと、前

10

記供試体の周方向で前記供試体の中心軸に対し垂直な面内において１台の撮像装置を前記
３次元座標の原点に撮像光軸を向けて配置することと、前記撮像装置における基準点の位
置を測定することと、前記供試体を前記撮像装置により前記供試体を撮像し前記供試体を
中心軸の回りに（３６０／Ｎ）度回転した後に再び前記撮像装置により前記供試体を撮像
するという操作をＮ回反復して前記供試体の全周囲を撮像することを中心軸方向の荷重を
付加していない状態と荷重を付加した状態とにおいてそれぞれ行うことと、前記撮像装置
で得られた各画像における前記供試体の標点の画像座標を求めることと、前記中心軸方向
の荷重を付加していない状態と荷重を付加した状態との各状態について前記撮像装置で前
記供試体をＮ回反復して撮像して得られた各画像のうち１回目の撮像と２回目の撮像とに
より得られた画像を１組の左右画像とし該１組の左右画像における前記供試体の標点の画

20

像座標から該標点の３次元座標を求め、次いで２回目の撮像と３回目の撮像とにより得ら
れた画像を１組の左右画像とし該１組の左右画像における前記供試体の標点の画像座標か
ら該標点の３次元座標を求めるという操作をＮ回反復して前記供試体の周面の全ての標点
の３次元座標を前記供試体に中心軸方向の荷重を付加していない状態及び付加した状態の
各段階について求めることと、求められた前記全ての標点の３次元座標の変化量から前記
供試体の変形特性を求めることと、からなるものとしてもよい。
【００１２】
前記供試体が可撓性の材料で形成され周面に標点が付与されたメンブレン内に砂質材料
を充填し密封してなるもの供試体であり、該供試体を撮像位置に対応した１個の観察窓を
有する密閉型の円筒形セル内に間に空間を有しかつ中心軸の回りに回転及び停止できるよ

30

うに支持するとともに、前記セル内に圧力を付加した状態の透明流体を充填するようにし
てもよい。
【００１３】
前記撮像装置で得られた各画像について求められた前記供試体の標点の画像座標に対し
幾何歪みを除去する内部標定を行い、さらに外部標定として画像座標から３次元座標への
座標変換を行うようにしてもよい。
【００１４】
本発明による変形特性を測定するための装置は、周面に標点を有するかまたは標点が付
与されている供試体について荷重を付加していない状態及び荷重を付加した状態で撮像し
た画像を画像処理することにより供試体の変形特性を測定するための装置であって、前記

40

供試体を３次元座標における所定位置において中心軸の上下端側で支持するとともに中心
軸方向の荷重を付加するように操作可能な供試体支持手段と、前記供試体支持手段が前記
供試体に中心軸方向の荷重を付加する操作を行い該付加された荷重の大きさの信号を出力
する荷重付加手段と、前記供試体の中心軸に垂直な面内において前記供試体の中心軸から
等距離で相互に等間隔の位置に前記３次元座標の原点に撮像光軸を向けて支持固定された
Ｎ台の撮像装置と、前記荷重付加手段による前記試体への荷重付加と前記撮像装置による
前記Ｎ台の撮像装置による前記供試体の撮像とを対応づけて行うための撮像制御部と、前
記Ｎ台の撮像装置で得られた各画像のうち隣接する２台の撮像装置による画像を１組の左
右画像として、該１組の左右画像における前記供試体の標点の画像座標から該標点の３次
元座標を求めることを前記隣接する２台の撮像装置の全ての組み合わせについて行って前
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記供試体の周面の全ての標点の３次元座標を前記供試体に中心軸方向の荷重を付加してい
ない状態及び付加した状態の各段階について求め、求められた前記全ての標点の３次元座
標の変化量から前記供試体の変形特性を求める画像処理部と、を備えてなるものである。
【００１５】
前記供試体が可撓性の材料で形成され周面に標点が付与されたメンブレン内に砂質材料
を充填し密封してなるもの供試体であり、前記変形特性を測定するための装置は撮像位置
に対応したＮ個の観察窓を有し前記供試体との間に空間を有する状態で前記供試体支持手
段が前記供試体を支持するようにした密閉型のセルと、該密閉型のセル内に圧力を付加し
た状態の透明流体を充填する圧力付加手段とをさらに備えるようにしてもよい。
【００１６】

10

また、本発明による変形特性を測定するための装置は、周面に標点を有するかまたは標
点が付与されている供試体について荷重を付加していない状態及び荷重を付加した状態で
撮像した画像を画像処理することにより供試体の変形特性を測定するための装置であって
、

前記供試体を３次元座標における所定位置において中心軸の上下端側で支持するとと

もに中心軸方向の荷重を付加しかつ荷重を付加し前記供試体を支持した状態で前記供試体
を（３６０／Ｎ）度ずつ回転及び停止させるように操作可能な供試体支持手段と、前記供
試体支持手段が前記供試体に中心軸方向の荷重を付加する操作を行い該付加された荷重の
大きさの信号を出力する荷重付加手段と、前記供試体を中心軸に垂直な面内において前記
供試体の中心軸から所定の距離をおいた位置に前記３次元座標の原点に撮像光軸を向けて
支持固定された１台の撮像装置と、前記荷重付加手段による前記試体への荷重付加と荷重

20

一定の状態での前記供試体支持手段による前記供試体の（３６０／Ｎ）度ずつの回転及び
停止の動作と前記撮像装置による前記供試体の撮像とを対応づけて行うための撮像制御部
と、前記撮像装置で前記供試体をＮ回反復して撮像して得られた各画像のうち１回目の撮
像と２回目の撮像とにより得られた画像を１組の左右画像とし該１組の左右画像における
前記供試体の標点の画像座標から該標点の３次元座標を求め、次いで２回目の撮像と３回
目の撮像とにより得られた画像を１組の左右画像とし該１組の左右画像における前記供試
体の標点の画像座標から該標点の３次元座標を求めるという操作をＮ回反復して前記供試
体の周面の全ての標点の３次元座標を前記供試体に中心軸方向の荷重を付加していない状
態及び付加した状態の各段階について求め、求められた前記全ての標点の３次元座標の変
化量から前記供試体における局所歪みを求める画像処理部と、からなるものとしてもよい

30

。
【００１７】
前記供試体が可撓性の材料で形成され周面に標点が付与されたメンブレン内に砂質材料
を充填し密封してなるもの供試体であり、前記変形特性を測定するための装置は撮像位置
に対応した１個の透明な観察窓を有し前記供試体との間に空間を有する状態で前記供試体
支持手段が前記供試体を支持するとともに中心軸の回りに回転及び停止できるようにした
密閉型のセルと、該密閉型のセル内に圧力を付加した状態の透明流体を充填する圧力付加
手段とをさらに備えるようにしてもよい。
【００１８】
前記画像処理部が前記撮像装置で得られた各画像について求められた前記供試体の標点

40

の画像座標に対し幾何歪みを除去する内部標定を行い、さらに外部標定として画像座標か
ら３次元座標への座標変換を行うようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
１台または複数台の撮像装置を用いて供試体を撮像して得られた複数の画像について画
像処理を行うことにより、供試体の変形特性を測定する三軸圧縮試験を簡易な装置で、よ
り的確に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
本発明を、地盤の圧縮特性についての測定する例について説明する。地盤の圧縮試験に
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おいては、供試体として、図１に示すように、ゴム等の弾性変形可能な材料による円柱形
のメンブレンに地盤材料を詰め込んで形成した室内小型模型を用いる。円柱の直径は５０
ｍｍ、高さは１００ｍｍであり、メンブレンの周面に縦横に等間隔の標点を記しておく。
この供試体を圧縮試験機に載置し、供試体を軸方向に圧縮した状態で撮像装置により供試
体を撮像し、ＰＩＶ（粒子画像流速測定法）による三軸試験を行う。
〔画像計測による三軸試験〕
ＰＩＶ（粒子画像流速測定法）による測定原理について概説する。ＰＩＶでは、対象物
に複数の標点を記しておき、対象物に変形を与えながら固定された撮像装置で撮像する。
撮像された画像には対象物に記された標点が記録されるが、対象物のある変形状態のとき
の画像と、それからさらに対象物が変形した状態の画像とを用い、画像上での標点の変位

10

をｐｉｘｅｌ（画素）で求め、それを実値（ｍｍ）に直し計測を行う。標点は個々に動く
のであり、それを画像上で追うことにより、対象物の部分的、局所的な変形が求められる
。対象物を１台の撮像装置で撮像すれば、画像によって２次元的な変形についての測定が
なされることになる。
【００２１】
図１のような円柱形の周面に標点を付した供試体に縦軸方向の圧縮荷重を付加した際に
供試体がどのように変形するかを見るには、２次元的な測定でなく、３次元的な測定を行
う必要がある。３次元の画像計測（三軸試験）では、図２に示すように、供試体の縦軸を
Ｚ軸として、ＸＹ面内に２台の撮像装置を供試体から等距離に、間隔をおいて配置し、供
試体について視差のある画像を撮像する。供試体の同じ標点Ｐを左側の撮像装置Ｌで撮像

20

した画像（Ｉｍ−Ｌ）上の点の座標Ｐ１Ｌ（ξＬ，ηＬ）、右側の撮像装置Ｒで撮像した
画像（Ｉｍ−Ｒ）上の点の座標Ｐ１Ｒ（ξＲ，ηＲ）、２台の撮像装置と供試体との位置
関係から標点の座標Ｐ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）が求められる。図２において、基準点ＯＬ，ＯＲは
撮像レンズの中心位置であり、撮像装置と供試体との距離を固定的に考えれば、このレン
ズの中心位置を基準点とすることができる。また、撮像装置による画像は基準点の前方に
正立した画像として示してある。
【００２２】
三軸試験において、直立して支持固定された供試体に縦軸方向に荷重を加えながら供試
体を撮像して得られた供試体についての２台１組の撮像装置での画像から標点の座標を求
めるのであるが、これを実際に行う上で、次のように撮像装置で得られた画像に対して内

30

部標定、外部標定を行う必要がある。
（ａ）内部標定
撮像により得られた画像は理想的には平面状になるべきであるが、実際にはレンズの収
差、セル内液体等の影響により歪み（幾何歪み）が生じ、平面にならない。歪んだ画像を
用いて計測を行うと、誤差が大きくなり、正しい計測が困難になるので、歪みを除去して
正しく平面状の画像とするために内部標定として画像の幾何補正を行う。ここでは、複数
の標点を設けた円柱をセル内に設置し、その標点を読み取るという手法を用い、対象画像
の幾何歪みを除去する補正式の型を決定して行う。幾何補正式については種々考えられて
いるが、
【００２３】
【数１】
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のような高次多項式変換を用いることにより、高い精度での補正がなされる。ここで、（
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ξ，η）は補正前の画像座標を、また、（ｕ，ｖ）は補正後の画像座標を表し、また式の
形として左右の画像について代表的に示している。
【００２４】
決定した補正式の妥当性についての検討は、最小二乗法（ＲＭＳ）における標点の周り
の残差Ｅ
【００２５】
【数２】

10

を評価することにより行う。ここで、ξｉ，ηｉは幾何補正前の座標、ｕｉ，ｖｉは幾何
補正後の座標であり、また、式の形として左右の画像について代表的に示している。残差
Ｅについて検討した結果、補正式が妥当でないと判断される場合には、標点の見直し、新
たな補正式の検討を行う。
（ｂ）外部標定
内部標定により画像の歪みを補正した後の画像上の座標（ｕ，ｖ）を３次元絶対座標Ｐ
（ｘ，ｙ，ｚ）に変換する外部標定を行う。画像座標はｐｉｘｅｌを単位とし、絶対座標

20

はｍｍを単位とするのがよい。基準点を設けた絶対座標が既知の物体（円柱体）を撮像し
、この物体表面上に設けた基準点を多点読み取り、幾何補正後の画像座標と絶対座標とで
最小二乗法より座標変換係数を求める。左右の画像で座標変換係数が異なるので、左右そ
れぞれの画像に関して座標変換係数を行う必要がある。
【００２６】
このように求められた座標変換係数を用いて
【００２７】
【数３】
30

の形で任意の画像上の点（ｕ，ｖ）が絶対座標（ｘ，ｙ，ｚ）に変換される。ここで、（
ｕ０，ｖ０）は撮像装置の光軸と画像との交点位置の座標である。また、式（３）は左側
の撮像装置による画像（Ｉｍ−Ｌ）と右側の撮像装置による画像（Ｉｍ−Ｒ）とを代表し
た形であり、Ｉｍ−ＬとＩｍ−Ｒ左側とで変換係数は別のものであり、変換の式の内容と
しても別のものである。

40

【００２８】
左右の画像（Ｉｍ−Ｌ）、（Ｉｍ−Ｒ）のそれぞれについて画像座標（ｕ，ｖ）から絶
対座標（ｘ，ｙ，ｚ）への変換を行い、左側の画像（Ｉｍ−Ｌ）での点Ｐの像Ｐ１Ｌの絶
対座標（ｘＬ，ｙＬ，ｚＬ）と右側の画像（Ｉｍ−Ｒ）での点Ｐの像Ｐ１Ｒの絶対座標（
ｘＲ，ｙＲ，ｚＲ）とを求める。左側カメラの基準点ＯＬの絶対座標（ｘ０Ｌ，ｙ０Ｌ，
ｚ０Ｒ）と右側のカメラの基準点ＯＲの絶対座標（ｘ０Ｒ，ｙ０Ｒ，ｚ０Ｒ）とを予め求
めておき、絶対座標系での直線ＯＬＰ１Ｌを表す式と、直線ＯＲＰ１Ｒ表す式とを求める
。標点Ｐの絶対座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）は直線ＯＬＰ１Ｌと直線ＯＲＰ１Ｒとの交点であると
考えられるが、実際的にこの２直線は交わらないことが考えられるので、直線ＯＬＰ１Ｌ
とＯＲＰ１Ｒとを結ぶ最短の線分、すなわちそれぞれの直線への垂線となる線分の中点と
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して標点Ｐの絶対座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を求める。
【００２９】
図２のように、２台１組の撮像装置による画像を用いて標点の絶対座標を求めることが
できるが、この２台の撮像装置によっては、供試体の一部が撮像されることになり、変形
特性を評価するためには、そのような供試体の一部を撮像した画像だけでは不十分であり
、供試体の全周にわたっての画像が必要であるため、より多くの位置での撮像を行うよう
にする三軸試験装置を用いることになる。
〔三軸試験装置〕
（Ａ）同期撮像型三軸試験装置（ＴＣ）
図３（ａ）〜（ｃ）は８台の同型の撮像装置を配置した画像計測による三軸試験装置の

10

主要部分を上方から見た状態を示し、図３（ａ）は図３（ｂ）のＡ−Ａ面で切断して上方
から見た図であり、図３（ｂ）は図３（ａ）のＢ−Ｂ面で切断して示した図である。水平
面（Ｘ−Ｙ平面）内に配設された下部ペデスタル１の中心位置を通る鉛直方向（Ｚ方向）
の直線を中心軸として円筒形のセル２が設けられている。セル２は円柱形壁部を有し密閉
型であり、円柱形の供試体の中心軸を試験装置のＺ軸と一致させてその両端面を支持する
支持部材３，３がセル内に設けられている。
【００３０】
図３（ａ）に示されるように、円筒形のセル２の中心軸を中心として全周を８等分して
４５度の間隔をおいた方向に透明な観察窓Ｗ−１，Ｗ−２，・・・，Ｗ−８が設けられて
いる。セル２の周囲の同一円周上に透明な観察窓Ｗ−１，Ｗ−２，・・・，Ｗ−８に対応

20

した位置で供試体Ｓを支持する支持部材３，３の中心軸となるＺ軸から等距離でＺ軸に対
して４５度ずつ間隔をおいた設置位置に８台の撮像装置ＤＣ−１，ＤＣ−２，・・・，Ｄ
Ｃ−８が撮像光軸を供試体Ｓに向けて取り付けて支持固定されている。
【００３１】
セル１の透明な観察窓Ｗ−１，Ｗ−２，・・・，Ｗ−８は、支持部材３，３に支持され
た供試体Ｓの全体像をセル２の外部からそれぞれ撮像装置ＤＣ−１，ＤＣ−２，・・・，
ＤＣ−８により撮像できる大きさである。観察窓Ｗ−１，Ｗ−２，・・・，Ｗ８は、撮像
される画像の変形をなくすことから、平板状の透明部材とするのが好ましい。ただし、セ
ル全体をアクリル等の透明な円筒形の部材で構成するという形態も可能であり、その場合
は撮像する箇所でセル壁は平板状でないので、その分の撮像画像の変形は、内部評定によ

30

り補正する。撮像装置としては、画素数５００万程度（１９４４×２５９２ｐｉｘｅｌ）
のものを用いることができる。
【００３２】
支持部材３，３は供試体を支持するとともに、セル２の外部から作用する荷重付加装置
４により供試体Ｓに軸方向の圧縮量を付加するようにしてある。また、セル２内を透明液
体（水）で満たし外部の圧力付加装置５により圧力を付加するようにしてある。このよう
にセル内に圧力を付加するのは、地盤材料をメンブレン内に封入して圧縮試験を行うよう
な場合の供試体に対する拘束圧力として必要なものであるが、供試体として固形材料を用
いる場合では、供試体をセル内に保持して拘束圧力を付加することは必要でない。
【００３３】

40

図３（ｃ）では、三軸試験装置における８台の撮像装置ＤＣ−１，ＤＣ−２，・・・，
ＤＣ−８の制御系及び画像処理系の部分の概略構成を示している。８台の撮像装置ＤＣ−
１，ＤＣ−２，・・・，ＤＣ−８のそれぞれのリモート撮影用端子は撮像装置の撮像動作
を制御する撮像制御部１１の出力端子に結線され、８台の撮像装置のそれぞれの画像信号
出力端子が画像処理部１２の入力端子に結線されている。荷重付加装置４は供試体Ｓに付
加する荷重の大きさを示す信号を出力し、この信号は結線により画像処理部１２に伝送さ
れる。荷重付加装置４はまた供試体Ｓに荷重付加した状態であることを示す信号を撮像制
御部１１に送出しこの信号に応じて撮像制御部１１が各撮像装置での撮像の制御を行うよ
うにしてもよい。
【００３４】
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画像処理部１１では、８台の撮像装置のうちの隣接する２台１組の撮像装置により得ら
れた画像を左右１組の視差のある画像として、〔画像計測による三軸試験〕において説明
した画像処理を行い供試体Ｓにおける歪みを求め、さらに荷重付加装置４からの付加荷重
信号と合わせて供試体Ｓの変形特性を求める。なお、ここでは、８台の撮像装置を配置し
た例について説明したが、三軸試験を行うためには円周方向に等間隔に撮像装置を配置す
るという条件であれば、特に８台に限られることはなく、一般的にＮ台の撮像装置を配置
してもよい。ただし、隣接する２台の撮像装置の間隔は、中心角が３０°〜６０°である
のが好ましく、それからすれば、６≦Ｎ≦１２とするのがよい。
図３（ａ）〜（ｃ）においては、可撓性の円筒形メンブレン内に砂質材料を充填した供試
体について変形特性を測定するための同期撮像型三軸試験装置を示しているが、一般的な

10

均一材料としての供試体の場合には、供試体を収納支持して圧力流体を充填するための密
閉型のセルを備えることは必要でなく、ペデスタル１の面に垂直に支持部材３，３により
供試体を支持して、周面を撮像する形態として供試体の変形特性を測定することができる
。
（Ｂ）軸・供試体連動回転型三軸試験装置（ＲＴＣ）
図４は、可撓性の円筒形メンブレン内に砂質材料を充填した供試体について変形特性を
測定するための軸・供試体連動回転型三軸試験装置を示しており、セル、ペデスタルの部
分を断面で示している。水平面（Ｘ−Ｙ平面）内に配設された下部ペデスタル１の中心位
置を通る鉛直方向（Ｚ方向）の直線を中心軸として円筒形のセル２が設けられている。セ
ル２は円柱形壁部を有し密閉型であり、円柱形の供試体の中心軸を試験装置のＺ軸と一致

20

させてその両端面を支持する支持部材３，３がセル内に設けられる。支持部材３，３はセ
ルの支軸はセル２の上下の中心位置でＯリングで枢支されセル外まで延びている。一方の
支軸の端側には支持部材３，３に支持された供試体Ｓに軸方向の荷重を付加する荷重付加
装置４が設けられ、他方の支軸の端側には支持部材３，３をそれに支持された供試体Ｓと
ともに回転させる回転駆動装置６が設けられている。５はセル２内に外部から圧力を付加
する外部の圧力付加装置５である。
【００３５】
セルには１つの透明な観察窓Ｗが設けられ、セル２の外側で観察窓Ｗに対応した位置に
１台の撮像装置ＤＣがセル内で中心軸に光軸を向けて取り付けて支持固定されている。観
察窓Ｗは支持部材３，３に支持された供試体Ｓの全体像をセル２の外部からそれぞれ撮像

30

装置ＤＣにより撮像できる大きさである。
【００３６】
撮像装置ＤＣリモート撮影用端子は撮像装置の撮像動作を制御する撮像制御部１１の出
力端子に結線され、撮像装置の画像信号出力端子が画像処理部１２の入力端子に結線され
ている。荷重付加装置４は供試体Ｓに付加する荷重の大きさを示す信号を出力し、この信
号は結線により画像処理部１２に伝送される。荷重付加装置４はまた供試体Ｓに荷重付加
した状態であることを示す信号を撮像制御部１１に送出しこの信号に応じて撮像制御部１
１が各撮像装置での撮像の制御を行うようにしてもよい。
【００３７】
回転駆動装置６は支軸の回転により支持部材３，３とそれに支持された供試体Ｓとを回

40

転及び停止する動作を行い。支軸の回転角を示す信号は結線を介して撮像制御部１１に伝
送される。１台の撮像装置ＤＣにより供試体Ｓの全周を８等分した角度位置で撮像を行う
ものとして考えると、荷重付加装置４により支持部材３，３に支持された供試体に荷重を
付加した状態で撮像装置ＤＣによる撮像と、その後に回転駆動装置により支軸を介して支
持部材３，３を４５度ずつ逐次回転させ停止して次の撮像を行う、というようにして８回
の撮像を供試体に一定の荷重が付加されている状態で行う。このようにモータによる回転
軸の動作と撮像装置による撮像とを行うことをプログラム化して動作制御を行う。画像処
理部１１では、８回の撮像のうちの前後する２回の撮像で得られた画像を左右１組の視差
のある画像として、〔画像計測による三軸試験〕において説明した画像処理を行い供試体
Ｓにおける歪みを求め、さらに荷重付加装置４からの付加荷重信号と合わせて供試体Ｓの
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変形特性を求める。ここでは等角度間隔で円周方向３６０°にわたって８回の撮像を行う
例について示したが、一般的に円種方向に等角度間隔にＮ回の撮像を行えばよい。ただし
、６≦Ｎ≦１２とするのがよい。
【００３８】
図４においては、可撓性の円筒形メンブレン内に砂質材料を充填した供試体について変
形特性を測定するための軸・供試体連動回転型三軸試験装置を示しているが、一般的な均
一材料としての供試体の場合には、供試体を収納支持して圧力流体を充填するための密閉
型のセルを備えることは必ずしも必要でなく、ペデスタル１の面に垂直に支持部材３，３
により供試体を回転及び停止可能に支持して、周面を撮像する形態として供試体の変形特
性を測定することができる。

10

〔三軸試験装置による変形特性の測定〕
前述した三軸試験装置を用いてＰＩＶによる供試体の変形量の測定の形態について、図
３に示した８台の撮像装置を等間隔に配置した同期撮像型試験装置により供試体の周面を
全周にわたって撮像する場合について説明する。供試体に荷重を付加していない状態にお
いて８台の撮像装置で撮像したときに、撮像装置ＤＣ−１とＤＣ−２との画像により左右
１組の視差のある画像が得られ、ＤＣ−２とＤＣ−３との画像により他の左右１組の視差
のある画像がえられる、というようにして８台の撮像装置により供試体の周面の全周にわ
たる８組の視差のある画像が得られる。得られた各組の画像について、画像上での標点の
座標を読みとり、それをもとに絶対座標を演算により求める。
【００３９】

20

各画像から標点の画像座標を求める際に、画像における標点が少なければ、目視で標点
を追うことができるが、標点が多くなると目視では困難であるため、粒子マスク相関法の
アルゴリズムを用いる。粒子マスク相関法は、ガウス分布により標点の画像を基準テンプ
レートとして作成し、基準テンプレートを画像上でラスタ走査し、逐次相互相関係数を算
出して、０．７以上ならば標点として認識する。認識された標点の相互相関係数の分布に
ガウス分布もしくは２次曲線を適用し、その標点の画像座標をサブピクセル単位（０．１
ｐｉｘｅｌ）まで取得する、というアルゴリズムである。
【００４０】
直径５０ｍｍ、高さ１００ｍｍの円柱状メンブレン内に地盤材料を充填したものを供試
体として、変形特性の測定を行う例について説明する。供試体のメンブレンには、図１の

30

ように各格子点を中心として標点が付されている。標点は直径２ｍｍ、間隔が５ｍｍであ
る。最初に供試体に荷重が付加されていない初期状態について８台の撮像装置での撮像を
行う。８台の撮像装置による各組の視差のある画像をもとにして供試体の格子点の３次元
座標を求めたものは、図５（ａ）のようになる。
【００４１】
次に、圧縮荷重を加えて供試体が変形する過程において、逐次８台の撮像装置による撮
像を行い、その荷重の状態での供試体の標点の３次元座標を求める。圧縮荷重が増大して
供試体に加わる応力がピークに達する前の供試体の変形状は図５（ｂ）のようになり、さ
らに荷重を増大させ、応力がピークを超えた残留状態において、図（ｃ）のようになる。
この図におけるワイヤーフレームは、メンブレンに施された各標点の中心の３次元座標を
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直線で結ぶことにより構築される。圧縮荷重の各段階において、各標点の３次元座標とそ
の変化量とを求め、これから各標点の位置における歪みが求められる。歪みとしては、軸
歪み（εａ）、半径歪み（εｒ）が求められ、これからポアソン比ν＝−εｒ／εａが求
められる。
【００４２】
図５（ｂ）の状態では供試体の上下端近辺で軸歪み（εａ）が小さく、中間部分に近づ
くにしたがって一様に軸歪み（εａ）が増大する状況になっている。図５（ｃ）では全体
的に歪みが大きくなり、応力の変化が特に一様でなくなるせん断層に対応する箇所が見ら
れるようになる。
【００４３】
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図５（ａ）〜（ｃ）に示すような各標点の３次元座標のデータから、せん断層の体積歪
み、間隙比を求める。図６は、円柱座標（Ｒ，θ，Ｚ）において、せん断層が供試体表面
に出現する前と後の変位増分ベクトルを示し、Ｒ軸が紙面に垂直な方向であるとしている
。Ｚ軸方向を基準として、左右に変位増分ベクトルの分岐が生じている点を結ぶ直線をせ
ん断帯とみなし、この直線を含む要素をせん断層の要素とする。さらに、図７に示すよう
に、せん断層の要素を直線で結んで構成される四角柱状の体積部分を積み上げることによ
り、せん断層を表現する。最後にこれらの体積を合計し、その初期体積で除すことにより
、せん断層の体積歪みを求める。また、間隙比は次式（４）
【００４４】
【数４】

10

により求められる。ここで、ｅｓｂ：せん断層の間隙比、Ｖｓｂ：せん断層の体積（図７
の四角柱状の体積部分の全体積）、Ｖ０ｓｂ：せん断層の初期体積（図７の四角柱状の体

20

積部分の初期体積）、Ｖ０：供試体の初期体積、Ｖｓ：供試体に占める土粒子の体積、で
ある。
【００４５】
このように、三軸試験装置を用いて供試体の荷重状態を変えつつ撮像装置により周面を
撮像して得られた画像から、供試体における歪み、間隙比というような変形特性が求めら
れる。このように三軸試験装置を用いた変形特性の測定をフローで示すと図８のようにな
る。同期撮像型の三軸試験装置を用いた場合について説明したが、軸・供試体連動回転型
の三軸試験装置の場合でも、供試体の周面を等角度間隔で順次撮像することのほかは、同
様にしてなされる。
〔三軸試験の実例〕

30

粒子が硬く破砕しにくい豊浦砂と、粒子が脆弱で破砕を示し易い風化残積土であるまさ
土とを、それぞれ可撓性メンブレンに充填し封入したものを供試体として、三軸試験装置
を用いた変形特性の測定の実例について示す。
【００４６】
豊浦砂は粒径０．０７５〜０．４２５ｍｍ、土粒子の比重Ｇｓ＝２．６４３、最大間隙
比ｅｍａｘ＝０．９７３、最小間隙比ｅｍｉｎ＝０．６３５のものであり、空中落下法に
より供試体を作成した。まさ土は最適含水率ｗ＝１２．４％に調整して試料を用いて相対
密度Ｄｒ＝１４２％（締固め密度Ｄｃ＝９２％）となるように締固めて作成した。両供試
体とも、外形寸法は直径Ｄ＝５０ｍｍ、高さＨ＝１００ｍｍであり、三軸圧縮試験装置で
は、有効拘束圧σｃ＝１００ｋＰａまで圧密した後、排水条件で０．１ｍｍ／ｍｉｎの変
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位速度一定でせん断を行った。
【００４７】
同期撮像型三軸試験装置（ＴＣ）及び軸・供試体連動回転型三軸試験装置（ＲＴＣ）を
それぞれ用いて圧縮荷重を変化させつつ供試体の周面を撮像して得られた画像から供試体
におけるそれぞれの応力状態での軸歪み、半径歪み、ポアソン比が求められ、さらに式（
４）により間隙比が求められる。
【００４８】
図９（ａ），（ｂ）は、ＲＴＣを用いて豊浦砂とまさ土について行った三軸試験の結果
の例を示している。図９（ａ）は全体的な軸歪みに対する軸差応力の関係を豊浦砂とまさ
土について示しており、両者ではピーク値が少しずれるがほぼ同じ傾向を示している。図

50

(14)

JP 2008‑96377 A 2008.4.24

９（ｂ）は全体的な軸歪みに対する間隙比の関係を示しており、ｅｇは全体的な間隙比で
あり、ｅｓｂは変形の大きいせん断層の間隙比である。参考として、非特許文献１におけ
るＸ線ＣＴにより求められている結果を示しており、これは供試体としてＨｏｓｔｕｎ
ＲＦという砂を用い、供試体の形状等他の条件も異なるものであるが、変形特性としては
同様の傾向になっている。
【００４９】
以上のように、本発明による変形特性の測定の方法及び装置を、可撓性のメンブレン内
に砂質材料を充填して形成され周面に標点を付与した供試体について三軸試験を行う場合
に関して説明したが、本発明による変形特性の測定としては、より一般的な固体材料につ
いても行うことができる。供試体としては円柱形に限らず、角柱形状としたものでもよい

10

。また図示した供試体のように標点を付与するのではなく、供試体とする材料において表
面の模様等撮像された画像中に識別され得る箇所が存在するものであるような場合でもよ
い。したがって、本発明は、必ずしも例示したものに限られることはなく、より広範な形
態において利用されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】供試体の外観を示す図である。
【図２】画像を用いた３次元計測法について説明する図である。
【図３】本発明による同期撮像型三軸試験装置の構成を示す図であり（ａ）（ｂ）のＡ−
Ａ線で切断して上方から見た図、（ｂ）セルの中心を通る断面として側方から見た図、（
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ｃ）撮像装置と制御・処理回路系を概略的に示す図である。
【図４】本発明による軸・供試体連動回転型三軸試験装置の構成を示す図である。
【図５】画像処理により求めた供試体の格子点の３次元座標を示す図であり、（ａ）供試
体に軸方向の荷重を付加していない状態（ｂ）供試体に応力のピーク点以下の軸方向の荷
重を付加した状態（ｃ）供試体に応力のピーク点を超える軸方向の荷重を付加した状態に
ついて示すものである。
【図６】円柱座標（Ｒ，θ，Ｚ）において、せん断層が供試体表面に出現する前と後の変
位増分ベクトルを示す図である。
【図７】せん断層における変形した部分を四角柱状の体積部分を積み上げる形で示す図で
30

ある。
【図８】本発明による変形特性の測定のフローを示す。
【図９】地盤材料による供試体について測定を行った結果の例を示す図であり、（ａ）全
体的な軸歪みに対する軸差応力の関係（ｂ）全体的な軸歪みに対する間隙比の関係を示し
たものである。
【符号の説明】
【００５１】
１

下部ペデスタル

２

セル

３

支持部材

４

荷重付加装置

５

圧力付加装置

６

回転駆動装置

１１

撮像制御部

１２

画像処理部

Ｓ
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供試体

ＤＣ；ＤＣ−１，ＤＣ−２，・・・
Ｗ；Ｗ−１，Ｗ−２，・・・

観察窓

撮像装置
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