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外部資金研究成果報告 
短時間で架設できる災害時応急橋の開発 

 
社会基盤工学科 教授 平沢秀之 

 
１．概要 

自然災害により橋梁が破壊され，交通ネットワークが遮断される事態がしばしば我が国では起きている。橋梁

の復旧まで長期間に亘り物資の運搬や人々の移動に支障をきたし1)，市民生活に深刻な影響を与えることもある。

短期間での復旧を果たすために，応急橋の架設は有効であり，実用化されて運用されているものや，研究段階の

もの2),3)が各種存在する。著者らも，折り畳んで運搬でき架設位置で展開する急速施工が可能な新しい応急橋4)を

開発中である。本研究では，歩道橋を想定した支間長12m程度のハウトラス橋を対象とし，室内模型を製作して

折り畳みと展開の動作確認を行なう。 
 

２．研究内容 
 図－1は本研究で試作した5分の1スケールの模型概略図で

ある。橋梁本体は24mm角の製材を用いたハウトラス構造で

あり，左端部は固定端を形成するため大型の三角形フレーム

とカウンターウエイトから成る。主構はトラス1パネル毎に

蝶番で連結されており，折り畳みは下弦材の下部に取り付け

られたシザーズ構造(マジックハンド)を伸縮させて行う。こ

のシザーズの端部には，写真－1(a)に示すギ

ヤボックスが取り付けられており，手動で回

転させることができる。ギヤの回転運動がシ

ザーズを伸縮させる。この動きにより橋梁本

体を展開させることができる。 
 写真－1(b)～(d)は製作した模型による展

開実験の状況を表している。折り畳み時は，

非常にコンパクトになり，実物大スケールで

もトラックで運搬できるサイズとなる。展開

中は，手動でギヤへの回転を与えなければな

らないが，小さい力で十分である。展開完了

時は，カンチレバーとなり固定端にはモーメ

ントが作用するが，橋梁本体が軽量であるた

め，転倒や破壊は生じない。実際には，展開

後に自由端部は支点に着地して，単純支持条

件となる。 
 

３．主要な結論 
 災害時に急速施工が可能となる折り畳み式トラス橋を考案し，模型により折り畳み動作に関する実証実験を行

った。得られた結論は以下の通りである。(1)折り畳み動作はシザーズ構造の伸縮により行なう方法を採用した。

(2)シザーズ構造の伸縮は，ギヤの回転運動を与えて実現した。ギヤの回転は手動で容易に行える。(3)シザーズ

構造はトラスの折り畳み・展開を可能とするのみならず，橋軸直角方向の不安定な動きを抑制できた。 
 今後は，より大きなサイズの模型により折り畳み・展開動作を実現可能性を検証する予定であり，実際に人が

歩行できる2分の1スケールの模型を製作中である。この応急橋が実用化すれば，災害時において，重機の調達が

困難でかつ作業員の確保が十分でない条件の下でも架設が可能であり，人命救助や物資輸送に役立つものと考え

られる。 
 

謝辞：日本学術振興会科学研究費(基盤研究C，課題番号15K01267)の助成を受けた。ここに謝意を表す次第である。 
 

[参考文献] 
1)小笠原出：津波により流失した気仙大橋の仮橋設置工事, 国土交通省, 国土技術研究会, 2012. 
2)近広雄希，外3名：シザーズ型展開橋の静力学特性とその検証，構造工学論文集，Vol.62A, pp.1307-1315, 2016. 
3)平沢秀之, 外4名：木材のカスケード利用に適したトラス橋の実証実験, 木材利用研究論文報告集9, pp.112-119, 2010. 
4)平沢秀之, 渋谷大雅：架設時間を短縮できる災害時応急橋の開発, 木材利用研究論文報告集14, pp.86-89, 2015. 
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図－1 折り畳み式応急橋の模型概略図 

(a)ギヤボックス          (b) 折り畳み時 

(c)展開中                  (d)展開完了 

           写真－1 展開実験 
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外部資金研究成果報告 
積雪地における未就園児とその母親の外出の季節変化からみた子育て環境に関する検討 

 
社会基盤工学科 准教授 菊池幸恵 

 
１．概 要 

近年，我が国における少子化は顕著であり，「子ども・子育て支援」は国策の大きな柱であり，政府や各自治

体でも多様な施策は講じられてはきているが，早急に解決する必要がある問題である．少子化の要因の一つとし

て，母親の子育てに対する負担感の増大や夫婦の出生児数の減少という現象も挙げられており 1)，全ての子育て

世帯に対する支援が必要となってきている. しかし，昨今，我が国においては，地域コミュニティの崩壊や核家

族化，女性の社会進出の増加などにより，子育てをめぐる環境も大きな変化を生じてきている．現在，核家族で

子育てをしている母親の多くは，家族・近隣や友人から孤立した状態に陥りやすく，そのような状態では，子育

ての「孤立化」が進行する恐れがある.そして，子育ての「孤立化」した状態が続くと，母親の育児不安やストレ

スが溜まり増幅してしまい，最悪のケースとして虐待にまで至ってしまう場合もある 2).そのような中，子育てが

「孤立化」している母親の育児不安等を解消するために母親の社会参加や母子の外出支援を促進していく必要が

ある．一方，乳幼児を育てている母親は外出行動に関して多様なバリアに直面していることが明らかになってい

る．特に，積雪寒冷地では，積雪による外出行為の制約もあり，母子の引きこもりが助長される点が懸念される． 
 以上のことから，本研究の目的は，積雪寒冷地における空間特性や地域特性を明らかにし，母子の居場所をは

じめ，今後の子育て環境支援のあり方に関して考察を試みるものである． 
 
２．研究方法 
 1）函館市全域における土地利用の概況，および対象地域（本町地区，美原地区，桔梗地区）における詳細な

土地利用状況，対象地域における道路・交通状況および対象地域周辺における公園や遊び場に関する空間構成の

把握に関しては，インターネット調査や住宅地図などの文献調査および現地調査を行った．また，インターネッ

ト調査や文献調査，現地調査を行い，子育て支援施設（児童館，子育てサロン，幼稚園，保育園等），商業・公

共施設内の子育て支援設備（おむつ替えや授乳スペース等の設備）及びそれら施設・設備周辺に関する空間構成

等の把握を行った．以上の結果を対象地域ごとに比較・分析を行い，それぞれの地域特性を明らかにした． 
 2）函館市が実施している子育て支援事業の詳細な内容，及び 1)で把握した子育て支援施設における子育て支

援の内容，利用状況，管理・運営，利用スペースの状況などを明らかにした． 
 以上，1)および２）の結果をもとに地域特性に関する分析を行い，現在は寒冷地における季節変化からみた母

子の居場所に関して考察を試みているところである． 
 
３．まとめ 
 土地利用状況調査や文献調査より，親子の遊び場の一つである街区公園の告

示年代別の分布状況より，市の中心部である本町地区に関しては，昭和５０年頃

から平成初期頃に告示を受けて多くの公園が整備されたが，一方で，平成 10 年

以降は，郊外である美原町や桔梗町を中心に公園の告示がされていったことがわ

かった．また，土地利用状況調査からも本町地区の空き家や空き店舗の増加が明

らかになった一方で，桔梗地区や美原地区などにおいては，比較的新しい住宅

施設や商業施設が建設され，市の空洞化が進行していることも確認できた．しかし

ながら，図１にあるように，親子の外出支援施設等は函館駅周辺や本町地区など

の中心市街地に分布しており，外出支援を受けたい親子のニーズとマッチしてい

るとは考えにくい．今後は，このことからも，函館市において未就園児とその母親

の外出を支援するための育児環境の整備に向け，環境計画の視点から母子の

居場所の確立に関して提言を行うことを試みていく予定である． 
 
謝辞：本研究は JSPS 科研費 JP15K21579 の助成を受けたものです． 
 
 [参考文献]  
1)大谷由紀子,渡瀬章子,田中智子：“乳幼児のいる母親からみた地域の子育て環境に関する研究”，日本建築学会近畿支部研究報告集.

計画系(45),pp.653-656，2005 
2)原口雅浩,手島聖子：“育児ソーシャルサポートの構造”，久留米大学心理学研究 5,pp.21-28，2006 
 
 

図 1: 函館市内における親子の外出支援施設等 

 



6 
 

外部資金研究成果報告 
論理的思考を指向した記述表現力を育む学習支援環境の開発 

 
生産システム工学科 准教授 倉山 めぐみ 

 
１．概 要 

近年，論理的思考力に注目が与えられている 1)．論理的思考力を育成するものとして，プレゼンテーションや

作文などがあげられるが，その中に，証明問題の解決もあげられる．証明問題は，分かっていることから分かり

たいことを論理的に順序立てて考えていくことができることから，他の方法に比べ，論理的思考力を育成しやす

いと考えている．この考えを基に，論理的思考力の定着を促進し，記述表現できることを目的とする証明問題解

決支援システムの設計・開発を行った． 
証明問題の出題方式として，横山ら 2)によって提案されている「カード選択方式」を利用することで，部分か

ら構造を考え，証明を学習していくことができると考えた．カード選択方式は，あらかじめ用意されているカー

ドについて，吟味する必要があるため，証明の構造を明確にした上で，システムの構築が必要となる． 
本稿では，三角形合同の証明問題を対象とし，証明の構造の分析結果，分析に基づき設計した，カード選択方

式の証明問題解決支援システムについて報告する． 
 

２．証明問題の構造 
 証明問題は，「仮定」と「結論」から成り立っており，結論を導くための条件とその条件を利用するために必要

な要素を見つけ，それらを順序に従い記述していくことで解決している．そこで，証明問題，特に三角形の合同

条件を利用した証明について，丸と線を使った表面的な構造について分析を行った．例えば，次の問題の証明を

示すと図 1 の通りとなる． 

 
 

３．提案システムの概要 

 カード選択方式を用いた証明問題解決支援システムの実行画面を

図 2 に示す．右側のカード群から左下の証明の空欄部分にカードを

ドラッグアンドドロップで移動させ空欄を埋めると解答ボタンが押

せるようになり，解答ボタンを押すことでシステムが正誤判定を行

っている．診断の結果，正解の場合は「正解です」というメッセー

ジを，不正解の場合は「不正解です○枚目のカードが間違っています」

というメッセージを表示する． 
 

謝辞：本研究は JSPS 科研費 15635722 の助成を受けたものです． 
 

[参考文献] 
1) 清水宏幸，全国学力・学習状況調査の結果にみる中学校数学科の指導上の課題―記述式問題に焦点を当てて―，日本数学教育学会

誌，第 94 巻，第 9 号，pp．38-41，2012 
2)  横山琢朗，平嶋宗，岡本真彦，竹内章: 単文統合としての作問を対象とした学習支援システムの設計・開発，教育システム情報学会誌，

Vol.23，No.4，pp.166-175，2006 
3) Megumi KURAYAMA; Developing a Geometric Proof Problem-Solving Support System Utilizing Card Selection, Proc. of 
ICCE 2017, pp. 110-112，2017 

右の図において，点 D，E をそれぞれ線分 AC，AB 上

の点としたとき，AD=AE，∠ADB=∠AEC ならば，

AB=AC であることを証明しなさい． 
証明 
△ADB と△AEC において 
仮定から           AD = AE    ……① 
仮定から         ∠ADB = ∠AEC    ……② 
共通な角であるから ∠BAD = ∠CAE    ……③ 
①，②，③より， 
1 辺とその両端の角がそれぞれ等しいから 

△ADB ≡ △AEC 
合同な図形では対応する辺の長さは等しいから 
                AB = AC            （終） 

図 1 証明問題の例とその図式化された構造 

図 2 システム画面 
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外部資金研究成果報告 
日本伝統の折り紙技術と板金技術の融合による 3D メタルクラフトに関する研究 

 
技術教育支援センター長 高橋 一英 

 
１． はじめに 

本校の実習工場では板金加工を実習しており，複雑な板金展開図は日本伝統の折り紙技術と相通ずるところが

ある。折り紙技術を金属薄板の折り曲げ（メタルクラフト）に応用することで，ものづくりを通し学生の技術的・

芸術的センスを磨き，創作を育む教育が重要視されている。3D メタルクラフトの創作環境を提供して，①学生

のアイデア創造性の助長，及びものづくりへの興味を持たせる。また，②その延長線上で工業技術の実用面での

可能性を探るための基礎データを得ることが本研究の狙いである。 
 

２． 研究方法及び計画 
金属薄板の折り曲げを実現するため，ファイバレーザ加工機（微細精密加工）<Fiber Laser_SPF3907A_渋谷

工業（株）>（以下，FL 加工機と云う）による，パルス発振による（切断幅 60μm）任意間隔のピアシング（穴

あけ）で切り込みを入れ，折り曲げ加工を容易にする。その折り線に沿って金属薄板を折る手法をとる。研究計

画は，1）FL 加工機実験環境の準備，2）最適な折り曲げ条件の特定，3）金属薄板による 3D メタルクラフト試

作を行い，板金折り(紙)製作までの過程を報告する。 
 

３． FL 加工機実験環境の準備 
金属薄板はレーザによる材料の熱ひずみ，アシストガスによる材料のあおりが影響するので，1）レーザヘッ

ドの高速移動に静電センサーが追随できない。2）Z 軸降下エラー（板材位置が Z 軸の 0 レベル）停止や誤動作

の原因となる。解決策として，金属薄板材料を下部から平面的に吸引密着する構造で，金属薄板材料のあおりが

小さいハニカムテーブル 450×600 (mm)（純正規格外品）を採用する。取付けは，既存の剣山テーブルをすべて

撤去してからハニカムテーブルを設置する（図 1）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４． 最適な折り曲げ条件の特定 
４．１ 金属折り曲げ加工性試験 

板金折りに使用する金属薄板材料を選定する。銅 Cu 試験材 C1100：厚さ t（0.1，0.3，0.5） (mm)，アルミ

Al 試験材 A5052：厚さ t（0.3，0.4，0.5）(mm)，ステンレス SUS 試験材 SUS304：厚さ t（0.1，0.3，0.5）(mm)
の試験材 3 種類×厚さ 3 種類の計 9 種類で，金属種類別による「金属折り曲げ加工性試験」の比較実験を行った

（図 2～7）。試験材寸法：幅 50×折り曲げ長さ 150 (mm)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 4 〇 6 × 40

0.3 4 × 10 × 17

0.5 6 × 14 × 16

0.3 5 × 7 △ 5

0.4 5 × 10 △ 5

0.5 6 × 16 △ 4

0.1
※1 5 〇 8 △ 80

0.3 7 × 破断 破断 5

0.5 11 × 破断 破断 4

④疲労破壊
（繰返し曲げ回数）

総合
評価

A）塑性変形量mm
（加工硬化）

B）しわ発生
（美観）

銅
C1100

20 1

試験金属
抗張力

kgf/mm
2 厚さmm

①折曲げ力～90°
（曲げ加圧力kN）

②戻し展開性

③折り目中央部の状態

アルミ
A5052

20 3

ステンレス
SUS304

60 2

表 1 金属折り曲げ加工性試験 ※黄色は評価 1 位 

図 1 ハニカムテーブル設置 
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<金属薄板選定の総合評価> 
金属 3 種類について，金属折り曲げ加工性試験から銅（C1100）の厚さ 0.1 (mm)が 3 項目において総合評価 1

位の結果となり，金属折り曲げ材料に採用する（表 1）。 
 
４．２ FL 加工機パルス_ピアシングの条件設定 

FL 加工機パラメーターを以下に変更して，結果を比較する。テストする形状は□20 (mm)。S：周波数［6000］
(Hz)と［100］(Hz)，D：デューティ［12］%と［6］%，F：［2000］(mm/min)と［10000］(mm/min)の条件を

変更して比較した（図 8，図 9）。 

対角線及び外周辺のピアシング間の距離を KEYENCE－ワンショット 3D 測定マイクロスコープ（型式：

VR-3000）で測定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<パラメーターの用語説明> 

S：1 秒間に繰り返される Laser 発振出力のオン・オフ回数である。 
D：Laser 発振出力のオン・オフ 1 周期に占めるオンの時間割合である。 
F：Laser Head の移動速度である。 

図 7 疲労破壊（繰返し曲げ回数） 

図 5 A)塑性変形量 mm（加工硬化） 

図 3 
折り曲げ力 

図 2 プレスブレーキパネル画面 

（曲げ加圧力 kN） 

図 6 B)しわ発生 

図 4 戻し展開性 

図 8 D：デューティ比較 D6 と D12 
（ピアシング形状比較） 

図 9 ピアシング間隔 F2000＜F10000 比較 
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<FL 加工機パラメーター条件の決定> 
①S：6000(Hz) では材料が切断するため，S：100(Hz)を採用する。②D6 は円形及び線形混在で折りが不

安定，D12 を採用する。③ピアシング間の距離 2000 mm/min→約 0.334 mm，F10000 mm/min→約 1.189 
mm から，穴の間隔が狭い F:2000 を採用する。結果，S：100 (Hz)，D：12.0 %，F：2000 (mm/min)をレ

ーザパルス_ピアシングの条件とする。 
 

５. 板金折り(紙)の製作（メタルクラフト） 

５．１ 板金折り(紙) 製作の流れ 
板金折り(紙) 展開図寸法は，一般的な折り紙寸法で試作する。基本寸法 150×150 (mm)。 
① 代表的な折り紙の基本折りを参考に，紙で折り紙を折る。 
② 折り紙を展開し，板金折りで折り易い様に展開図を修正，CAD 展開図を作成する。 
③ FL 加工機のパルスピアシング加工により板金展開図を作製する。 
④ 板金展開図の折り線に沿って折り目を付け，折り(紙)を折る。 

 

５．２ 板金折り(紙)の製作例 

板金折り鶴 1)（成功），板金折り曲げ材料：Cu（C1100）t0.1×150×150 (mm)，工具：平つかみ，木槌，ラジ

オペンチ，スケール。“紙折り紙と同じ折り方では，折りの繰返しにより破断するため，折り数をできるだけ少な

くして破断を避ける。” 
STEP1：WEB 板金折り鶴動画の「名匠の折り方」を参考に CAD 展開図を作成する。羽の左右対称部分と首・ 

尾の対象部分に区分して折り線が描かれる展開図を作成する（図 10）。 
紙折りした鶴の外観形状を参考に見た目から，板金展開図の寸法を一部修正する。図 10 の①三角形の高さは，

折るスペースを考慮して 28 (mm)と 30.5 (mm)の 2 種類で折り性・形状を比較した。また②板金折り鶴の首・尾

部のパルス_ピアシングマークのある，なしでは，首・尾部周りの曲率 R 部分の曲面折りの作業性が比較できる

展開図を 2 種類作成した。 
STEP2：折り線のマーキング代用として，FL 加工機のパルス_ピアシング加工による板金展開図を作製する（図

11）。 
STEP3：折り曲げは，手で折り曲げられる厚さであるが，直線にはっきりと綺麗に折り目を付けるには平つか

み・スケールの工具があると便利である。また，銅板材の折り曲げでは，木槌で叩き折り目を付けると，付近

表面に木槌の表面痕や折り目しわが現れるため丁寧に折り目を付ける。 
STEP4：試作 2 種類の結果，① 三角形高さ 28 (mm)と 30.5 (mm)では，30.5 (mm)の方が折り性・形状の確

度が向上した。② また，マークなしの方が折り鶴の首・尾周りのアール部形状がきれいに折れた（図 12）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13 板金折り紙の製作例 

図 10 板金折り鶴パルス_ピアシング展
図 11 板金折り鶴 CAD 展開

 

図 12 板金折り

 

① 

② 
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６． まとめ 
紙折り紙の様に折り方が複雑な場合，板金折りでは折り難さ，疲労破壊などがあるので，板金折りに合った様

に簡素化した折り方にする工夫が必要である。板金折りの場合，折り方により加工硬化，疲労破壊が大きく影響

するため，それを避ける折り方の方策が重要となる。 
紙折りでは，目的の形状に折るための必要な本折り目を折る前段階の“補助折り”がある。板金折りではなるべ

く，この“補助折り”を減らし，疲労破壊を最小限に抑える折り方を工夫する。余り折り目が複雑に重なる（交差）

と加工硬化を助長させ，折り曲げ易さを低下させる要因にある。また，パルス_ピアシング折り線も有効に機能

しなくなる。 
以上のことから，板金折り(紙)の展開図考案では，折り曲げの作業性に着目して，1）レーザパルス_ピアシン

グによる折り線マーキングは有効である。2）折り曲げ数を最小化にする。3）“補助折り”に代わる直接的なアプ

ローチの考案が必要になる。4）折り目の交差をできるだけ避ける。が“板金折り(紙)”成功のキーワードになると

考える。 

 

付記および謝辞 
この研究は平成 28 年度科学研究費補助金（奨励研究） 課題番号 16H00247 の助成を受けて行われた。ここに

謝意を表します。 
 
参考文献 
1）ものづくり読本，明日の名工，京の板金職人が鶴を折る！https://www.youtube.com/watch?v=StH7dJ 6zTp8，H29.3.15 
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外部資金研究成果報告 
非接触式 3D スキャナーによる溶接ビード外観評価自動判定システムに関する研究 

 
技術教育支援センター長 高橋 一英 

 
１．研究の背景 

溶接技術は鉄骨建築物や橋梁，様々な車両などの構造体に必要不可欠な技術で高い溶接技術力が求められる。

耐震性や強度など安全性を高めるために溶接部の信頼性確保が絶対条件である。溶接技術者の熟練度は技量に大

きく影響しているため，溶接ビード外観とかなりの相関性がある。溶接ビードの外観評価は，目視感覚（目測）

によって総合的にある程度妥当な判定は可能であるが客観性に乏しい点やボーダーライン上に近い溶接欠陥に

ついての個人差によるばらつきが問題となる。 
 
２．研究の目的 

溶接欠陥がボーダーライン上の範囲にある場合，日本溶接協会には“評価基準を定量化・客観性を持たせた外観

試験の合否判定指針”はあるが，溶接欠陥の種類や評価算定項目の選択，また所定の測定器具でのアナログ計測な

ど時間のかかる作業である。限られた時間内で複数の溶接試験体を迅速かつ公正で正確な判断をするには，溶接

に関する深い知識と十分な経験を積む必要がある。目視感覚（目測）及びアナログ計測による評価の精度向上や

作業効率を上げるため，A）溶接ビード表面を携帯用非接触式のハンディー3D スキャナー（OPT MX）図 3 によ

りスキャニングし，3D 点群（X,Y,Z）データを PC に取得のあと，付属ソフトで不要な部分のデータ削除の加工

を行い，PLY ファイル形式に保存する。B）外観試験の合否判定指針に照合した溶接欠陥自動判定プログラムを

Microsoft Visual C++ で作成する。C）溶接ビードの外観評価をハンディー3D スキャナーで測定して，溶接欠

陥を自動判定するシステムを構築する（図 1，図 2）。 
目視感覚（目測）と比較して，①評価判定の精度向上，②試験体検査の短時間処理が可能となる。ハンディー

3D スキャナーによる溶接ビード外観評価自動判定システムの開発が目的である。 
 
３．研究方法 

<研究方法の概要> 
本研究では，前述した目的を達成するために，1）代表的な溶接欠陥である余盛幅（ビード幅）：点群データ

X,Y，余盛高さ（ビード高さ）：点群データ Z（深度）について，溶接欠陥のサンプル試験片を何種類か溶接して

準備する。2）ハンディー3D スキャナーの SCAN 時に 3D 点群データ X,Y,Z 座標の原点 0,0,0 位置が不明の課題

がある。ハンディー3D スキャナーの殆ど多くは，（PLY ファイルに限らず）SCAN 開始地点が X0,Y0,Z0 で座標

軸もその時の姿勢で決まり，原点座標の位置が不明である。特定の座標系にもっていきたければ何らかのマーカ

ーやゲージを設置し，その座標値を基に取得データを変換することで対処できる。3）日本溶接協会の溶接技能

者評価試験で使用される“外観試験の合否判定指針”を参考に外観試験の合否判定プログラムを作成する。4）合否

判定プログラムの精度を検証する．5）その他の判定指針 18 項目の欠陥種類についてプログラム作成を継続する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<研究方法の詳細> 

1）溶接欠陥のサンプル試験片は，目視による外観試験合否判定基準値の許容外にする。溶接は本校の実習工

場にある交流アーク溶接機を使用して溶接実習に倣い，アーク溶接棒による手溶接，溶接姿勢は下向き，突合せ

開先試験片寸法（t6×75×125mm×2 枚），裏当て金ありの炭素鋼板で溶接する。 
 2）SCAN 開始地点 X0,Y0,Z0 をプログラム原点とするため，基準ゲージ A・B を溶接ビードの左右に設置する。 
①ゲージ A・B の高さ AZmax と BZmax をデータ抽出する。AZmax の任意の X,Y 座標位置を X=0,Y=0 に特定

することで AZmax（X0,Y0,Z0）原点を決める。 

図 1 3D スキャン概要 
図 2 例）モニタ合否結果 
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②依って計算は，AZmax－Ah（A ゲージの高さ）＝AZ（AZ=0 原点決定）→AZmax の X,Y 座標を X=0,Y=0（X0,Y0
原点決定）→“X,Y,Z 座標値変換範囲”（溶接ビードを挟んで基準ゲージ A・B の内側）の X,Y,Z 座標値を AZmax
（X0,Y0,Z0）の原点座標軸に変換する（図 4，図 5）。 

3）溶接欠陥合否自動判定プログラムは，A)ビード平面で観察した長さの点群要素 2D（X,Y）と，B)断面で観

察した高さ（深さ）の点群要素 3D（X,Y,Z）に関連する 2 種のグループに分類してプログラムを作成する。余盛

幅（ビード幅），ビード幅の不揃いなどは平面長さ X,Y 座標の 2D 抽出データに依存し，余盛高さ（ビード高さ），

始・終端部の開先面の残存などは，断面高さ（深さ）X,Y,Z 座標の 3D 点群データに依存する。プログラムは Visual 
C++ により Windows ベースの操作環境で開発する。溶接ビード表面の凹凸取得データは，ハンディー3D スキ

ャナーにて 3D 点群データ（X.Y.Z）を PC に一括取り込み，プログラムにより自動判定された欠陥の種類及び合

否結果の情報をモニタ画面に表示させ，また欠陥の位置情報も描画させる（図 6）。 
 4）合否判定プログラムの検証は，溶接欠陥のサンプル数を増やし，必要に応じプログラムを修正して判定の

精度を 100%に向上させる。 
 5）その他の判定指針 18 項目の欠陥種類についてもプログラム作成を継続する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．まとめ 

溶接ビードの外観評価試験を自動判定プログラムで評価するシステムの構築は，外観評価の公正で正確な評価

が期待でき，評価判定の短時間処理が可能となる。しかし，3D スキャナーによる SCAN は，例）vertex 466469
の膨大な 3D 点群データを処理するため（実際の変換数は X,Y,Z 座標値変換範囲に絞られるので，これよりも少

なくなる），データ処理のスピード向上がプログラム設計に求められる。プログラム全体を見直し，データ処理

の高速化，評価判定精度の向上，プログラムへの 3D 点群データ直接入力など，システム改良の課題も多い。ま

た，3D 点群データの PC 解析処理の技術は学生教育に還元できる。 
 
付記および謝辞 

この研究は平成 29 年度科学研究費補助金（奨励研究） 課題番号 17H00334 の助成を受けて行われた。ここに

謝意を表します。 
  

図 3 ハンディー 

3D スキャナー 

AZmax の X,Y 座標を原点 X=0,Y=0 とする

X,Y,Z 座標値変換範囲の X,Y 座標を変換 

AZmax－Ah（A ゲージの高さ）= AZ
を原点 Z=0 とする．X,Y,Z 座標値変換

範囲の Z を変換 

AZmax，BZmax データ抽出 

外観判定処理 

結果を画面表示 

図 6 外観評価判定プログラム 

概要フローチャート 

処理開始 

PLY ファイル読み込み 

処理終了 

図 5 3D 原点基準ゲージ A・B 

A 

B 

図 4 3D スキャン概要 

原点 

基準ゲージ 

X,Y,Z 座標値 
変換範囲 

溶接ビード 

A B 

h 

b 

L 
ゲージ寸法 (mm) 
A: 10.0 b×20.3 h×125 L 
B: 12.1 b×15.2 h×126 L 
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外部資金研究成果報告 
潮流・海流発電装置周辺の流況微視化技術の開発 

 
技術教育支援センター 技術職員 蛯子 翼 

  
１．概 要 
申請者はこれまで図 1 に示すような，つば付きディフューザーによるレンズ効果を利用し

た潮流・海流発電装置の開発においてタービンを設置する主流部の増速効果を確認して

いる．しかし，これまでの実験水路ではディフューザーの最適形状決定に不可欠なディフ

ューザー周辺の細部にわたる流況，特につば背後のうずの生成・発展過程を明らかにす

ることができなかった．本研究は，流れの微視化に特化した循環流装置を製作し，ディフ

ューザー周りの細部の流況を把握可能な微視化技術を開発することを目的とするもので

ある． 
  

２．研究方法 
 研究にあたって，循環流実験装置を製作した．詳細を図 2 に示す．

装置はアクリル板で水槽及びつば付きディフューザー二次元断面模

型（図 3）を製作し，水槽内においてパーティクルを散布した真水がマ

グネットポンプによって循環する構造とした．つば付きディフューザー

二次元断面模型の形状は以前行った風洞実験において求められた

形状を採用している．なお，つば付きディフューザー二次元断面模型

は水槽より取り外しが可能であり，異なる形状の二次元断面模型を製

作すれば，その形状の検討ができる．循環流量は変圧器と流量計に

よって調節ができる仕様とした．実験は，水槽上部より青色レーザーを

照射し，流れの様子をハイスピードカメラで撮影した．撮影した映像よ

り連続した 2 枚の画像を抜き出して PIV 法によって解析し，解析結果

を基に流速ベクトル図を作成した．PIV 解析にはフリーソフトの

ImageJ を使用した． 
  

３．主要な結論 
 ディフューザー周りの流れを PIV 法で解析し，求めた流速ベクトル図を図 4 に示

す．ディフューザー内において流速増幅効果が認められることが分かる．タービン

を設置する予定の急縮部壁面周辺をみると，高い増速効果が得られていないため，

シルを設置するなどして周りの流れを引きこみ，増速効果を確保する対策が必要で

ある．また，つばの背部には渦の生成が確認できる．この渦はつば背部に連行する

ことにより，ディフューザー内部との圧力傾度を生み，流速増幅効果を促す作用が

あると思われる．この渦が本研究において観測されたことにより，目的であったディ

フューザー周りの細部の流況を把握可能な微視化技術の開発は達成された．

今後は異なる形状のディフューザー二次元断面模型の PIV 解析を行っていき，

水中において更に効果的に流速増幅効果を得られる形状を求めていく次第で

ある．  
 

謝辞：本研究は平成 29 年度科学研究費補助金（奨励研究）課題番号

17H00412 の助成を受けて行われた。ここに謝意を表す． 
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の集中）による風力発電の高出力化，風力エネルギー利用シンポジウム，Vol.23，
pp.76-79 
3) 蛯子翼，宮武誠，剱地利昭，猿渡亜由未(2016)：津軽海峡の海流及潮流を利
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図 2 循環流実験装置 

図 4 流速ベクトル図 

図 3 つば付きディフューザー

二次元断面模型形状 

図 1 つば付き漸拡レンズ

発電装置概要図 
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