
１．緒 言

近年，電子機器等に用いられるプラスチック射出成形部

品は精密化，薄肉化が進んでおり，部品の剛性を向上させ

るためにガラス繊維（以下，GF）強化された樹脂材料が

用いられている．しかし，GF強化樹脂成形品（GFRP）は，

繊維配向により機械物性に異方性が生じる事から，成形後

にそり変形が発生しやすい問題があり，効率的な金型設計

を行うために，成形品のそり変形を事前に予測することが

重要である．成形品のそり変形は，線膨張係数や弾性率な

どの熱的・機械的特性に影響されるため，そり変形の事前

予測には，これらの物性値を定量的に把握しておく必要が

ある．複雑かつ精密化している成形品について，高精度な

そり変形予測技術の確立には，GFの３次元配向状態を定

量的に把握することが必要不可欠である．近年，射出成形

品に含有されるGF等のフィラーの３次元配向の観察方法

として，マイクロフォーカスX線 CT装置を用いた方法

が報告されている１）～３）．我々も前回の報告４）で，円柱モデ

ルをCT画像中の個々のGFの領域にフィッティングして，

GFを１本１本抽出できるツールを開発して報告した．し

かし，GFの中には曲率を有するものも多く，本来１本の

曲がった繊維が，複数の円柱モデルとして抽出されるなど，

正しく抽出できないことが課題の一つであった（図１）．

本報告では，フィッティングに使用する形状モデルを，真っ

直ぐな円柱（以下，直円柱）から，滑らかな曲線を軸にし

た曲がった円柱（以下，曲円柱）に変更することで，その

ような曲率を有する繊維も正しく抽出できるようにした．

その他にも，アルゴリズムに幾つかの改良を施した．
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Fig．１ Extraction result of a curved fiber.
（a）High-intensity region of the CT image（＝GF）
（b）extraction result of a curved GF
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２．方 法

２．１ 全体のフローチャート
図２に今回の抽出処理全体のフローチャートを示す．図

中赤枠で囲んだ部分が，今回新たに追加した部分である．

前報４）同様，まず直円柱モデルでフィッティングを行うが，

今回はその後，曲円柱モデルに切り替えて，さらにフィッ

ティングを続けることで曲率を有する繊維にも対応させた．

以降で，フィッティングに使用するモデル，フィッティン

グ適合度の計算方法，フィッティングアルゴリズムの具体

的手順等について順次述べる．

２．２ フィッティングに使用するモデル
前報４）でのフィッティングモデルは，図３（a）に示すよう

に，中心軸が直線で表される円柱であったが，今回のもの

は，図３（b）に示すように，中心軸が滑らかな曲線で表さ

れる曲がった円柱となっている．滑らかな曲線として，複

数の通過点で定義される「スプライン曲線」を採用した．

このスプライン曲線の定義を図４に示す．まず，各通過点

を折れ線でつなぎ（図４ ），その折れ線の長さ（図中

L１２，L２３，…）で媒介変数 tを定義する．次に，各通過

点の座標成分 x，y，zと t から，それぞれの座標成分毎に，

３次スプライン補間により，滑らかな関数を定義する

（図４ ）．補間された各座標成分から一つの滑らかな曲線

が定義される（図４ ）．

本論文で言うスプライン曲線は，区分多項式によるパラ

メトリック曲線で５），区分多項式として３次スプライン補

間を利用したものである．CGで一般に使われているBス

プライン曲線やNURBS（非一様有理Bスプライン）曲線

とは別の定義であることに注意されたい．

２．３ フィッティング適合度の計算方法
フィッティングを行うには，フィッティングモデルがど

れだけCT画像上の繊維の領域と一致しているかを定量評

価する必要がある．この「フィッティング適合度」の計算

部分の大枠は前報４）と同一である．すなわち，

円柱内にサンプリング点を生成

各サンプリング点のグローバル座標を算出

各サンプリング点でのCT値を補間により推定

各サンプリング点での評価素点を算出

評価素点を合計し，全体の適合度評価値を算出

の手順である．今回，この計算手順を曲円柱モデルに対応

させた．また，抽出精度向上を目的に，側面サンプリング

点において，CT値の勾配による適合度評価を評価素点に

追加した．また，同様の目的で，長い／太い円柱モデルの

Fig．２ Flowchart of whole extraction process

Fig．３ Modification of the fitting model

Fig．４ Definition of the spline-curve

Fig．５ Generation of the sampling-points
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適合度が不適切に高くなるのを防ぐための全体補正係数も

導入した．以下に，各手順を述べる．

ａ．サンプリング点の生成
図５に示すように，中心軸のスプライン曲線上に等間隔

で細かく並ぶ点列と，その各点を中心とした円盤を考える．

図中 は円柱モデルの半径である．各円盤上で，同心円

状に等間隔にサンプリング点を生成する．

ｂ．座標変換行列の作成
図６に示すように，各円盤上で生成したサンプリング点

の座標 は，最初，円盤を基準にしたローカル座標系（原

点を とする）上で作成される．そのサンプリング点での

CT値を求めるには，この座標をCTデータのグローバル

座標系上での座標 に変換する必要がある．それにはま

ず，式 に示すように， を円盤の法線方向へ Z軸を倒す

ように回転させた後，円盤中心のグローバル座標 の分

だけ平行移動する．

：サンプリング点のローカル座標を表す列ベクトル

の同次座標表現

：サンプリング点のグローバル座標を表す列ベクト

ルの同次座標表現

R：回転を表す４×４行列
：平行移動を表す４×４行列

回転行列 Rの計算：図７に示すように，Z軸を表す
単位ベクトル と円盤法線方向を表す単位ベクトル か

ら，外積により回転軸を表す単位ベクトル を作成し（式

（２―１）），また と の内積から回転角 を求める（式（２―２））．

（２―１）

（２―２）

＝（ ， ， ）と から，ロドリゲスの回転公式６）により，

式 の通り回転行列 を作成できる．

平行移動行列Ｔの計算：円盤中心のグローバル座標
＝（ ， ，）とすると，平行移動の行列 は式 で表すこ

とができる．

この座標変換により，グローバル座標系上でのサンプリ

ング点の位置が確定する．図８に実際に生成されたサンプ

リング点の例を示す．図中空色の細かい点群はサンプリン

グ点，大きな球はスプライン曲線の通過点を表している．

ｃ．サンプリング点での CT値の推定
サンプリング点のグローバル座標が求まったら，次は，

その座標でのCT値を，CT画像データから推定する必要

がある．CT画像データは，CT値の３次元配列であり，

グローバル座標上では，図９のように等間隔で離散的に配

置されたノードでのCT値として扱える．あるサンプリン

グ点でのCT値 は，その点を囲んでいる８つのノード

Fig．６ Definition of the coordinate systems

Fig．７ Definition of the rotation

Fig．８ An example of the generated sampling points.
Small point cloud：sampling points, large spheres：
passing points of the spline-curve

Fig．９ ３-dimentional location of the CT image data
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でのCT値 ～ から三重線形補間により

求められる（図１０，式 ）．

d．適合度の計算式
サンプリング点でのCT値が推定できたら，その点での

評価素点 を次式により計算し，それを全サンプリング

点で合計して，フィッティング適合度の評価値 が算出

される（式 ）．

：サンプリング点毎の評価素点

：適合度評価値

：サンプリング点でのCT値

：CT値の閾値（これ以上をGFとする）

， ，…：各種のウェイト

：サンプリング点が代表する円柱の微小体積

各種のウェイト ， ，…には，以下のものを設定で

きる．

：中心軸からの距離による重み付け

（例：中心＝２～側面＝０．５）

： ＜ の場合のみ掛かるペナルティ（例：１０）

ここで は，CT値が高いGFの中心が円柱モデルの

中心に来るように働く． は，CT値が閾値未満（すな

わち，樹脂）の領域に繊維が入らないように働く．

ｅ．CT値の勾配による適合度評価の追加
CTデータを見ると，GFの部分は，CT値が高いという

だけでなく，その側面ではCT値に急激な勾配が見られる．

図１１ はGFRPの CTデータのある一断面を見たもので

ある．断面上でGFを横断する形で線分を引き，その線分

に沿ったCT値のプロファイルを見てみると（図１１ ），

GFの両側に急激な勾配があることが確認できる．ここで

横軸は線分上の位置，縦軸はその位置でのCT値を表して

いる．図１１ に示すように，GFの側面には，このように

急激な勾配が存在すると考えられる．このことをフィッ

ティング適合度評価に利用することを考えた．

円柱側面のサンプリング点において，CT値の勾配によ

る評価素点を定義し，これを元の適合度評価に追加するよ

うにした．CTデータ各ノードでの勾配を，あらかじめ，

隣接ノードのCT値を使って中心差分により計算する

（データ境界のノードでは片側差分）．サンプリング点での

勾配は，CT値を求めた時と同様に，周囲８ノードでの勾

配から三重線形補間により求める．サンプリング点での勾

配 が求まったら，円柱側面の単位法線ベクトル と

の内積により，勾配の円柱側面法線方向の成分を求めて評

価素点とする（図１２，式 ）．

：側面サンプリング点毎の評価素点

：CT値の勾配での適合度評価

：CT値 の勾配

：円柱側面の単位法線ベクトル

：サンプリング点が代表する円柱側面の微小表面積

最終的な適合度評価は，CT値による評価と勾配による

評価の合計で算出される（式 ）．

Fig．１０ A sampling point and surrounding CT nodes
Fig．１１ The gradient of the CT intensity value on the

side-surface of a fiber

Fig．１２ Utilization of the gradient at the sampling
points on the side-surface of a cylinder-model
to the fitting evaluation
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ここで ， は，２つの評価のバランスを調整するた

めの係数である．

ｆ．適合度全体への補正係数の導入
前述の適合度の計算式では，円柱モデルが長いほど太い

ほど適合度が大きくなるため，例え複数の繊維にまたがる

ような誤抽出でも，適合度が大きいために採用されてしま

う傾向がある．その傾向を補正するために，モデルの長さ／
断面積で適合度を割る係数を導入した．ただし，完全に

そのもので割ってしまうと，モデルが全く長く／太くなろ
うとしなくなるので，その二乗根を使用した．側面サンプ

リング点での勾配による評価でも同様に，円周長の二乗根

で割る係数を追加した．したがって，最終の適合度を表す

前述の式 は，式 に置き換えられる．

，：円柱モデルの半径および長さ

：CT値側評価における断面積による補正係数

：勾配側評価における円周長による補正係数

：両方の評価における繊維長による補正係数

２．４ フィッティング適合度の最適化アルゴリズム
以下にフィッティング適合度を最大化するためのモデル

パラメータの最適化アルゴリズムについて具体的に述べる．

前報４）でのアルゴリズムと異なるのは，曲円柱モデルに対

応した点と円柱の半径も最適化するようにした点である．

ａ．最適化するモデルパラメータ
モデルパラメータは，直円柱モデルでは，両側の２端点

の座標および半径であり，それらを決定することでモデル

が確定する．曲円柱モデルでは，スプライン曲線を構成す

る各通過点の座標および半径であり，それらを決定するこ

とでモデルが確定する（図３参照）．

ｂ．モデルパラメータ最適化の手順
以下の３つのフェーズにより最適化を行う．フェーズ１

と２は前報４）と同じ部分で，フェーズ３が今回新たに追加

された部分となる．

フェーズ１：直円柱モデルの初期配置
CT値が一定より高い領域でかつこれまでに抽出されて

ない領域からランダムに１点を選び，そこを中心に短い

直円柱モデルを配置する．円柱をランダムにいろいろな

方向に向けて，最も適合度評価の高い方向を選択する（図

１３ ～ ）．

フェーズ２：直円柱モデルでのフィッティング
直円柱モデルの２つの端点の座標をランダムに複数方向

に微小変位させ，評価が最も改善したものを選択する．

その方向に評価が改善する限り動かしていく．ある程度

反復して，評価が一定回数改善しなくなったら収束とす

る（図１３ ）．

フェーズ３：曲円柱モデルに変更してフィッティング

収束した直円柱モデルを元に，中心軸上に通過点を追加

して曲円柱モデルに変更し，さらにフィッティングを続

ける．直円柱モデルでの２つの端点の場合と同様に，各

通過点を順番に動かして，適合度評価を改善していく．

ある程度反復して，適合度評価が一定回数改善しなく

なったら収束とする（図１３ ～ ）．

ｃ．スプライン曲線の通過点の更新ルール
通過点を１つ動かして，新しいスプライン曲線を作る際

に，その新しいスプライン曲線上で通過点を等間隔になる

ように再配置する（図１４（a））．また，曲線の長さに応じ

て，通過点の個数も増減させて，通過点どうしの間隔があ

る一定間隔以内になるようにする（図１４（b））．

ｄ．半径の最適化
前報４）では円柱の半径は固定して，２端点の座標のみ最

適化を行っていた．今回，円柱の半径も最適化を行い，繊

維径にばらつきがある場合にも対応可能にした．具体的に

は，端点／通過点の座標に加え，円柱の半径も微小に変動
させて，適合度が改善する方を採用した．ただし，基準と

なる半径より極端に大きく／小さくなった場合はそのパラ
メータを不採用とした．

ｅ．直円柱モデルと曲円柱モデルの選択
抽出完了した際に，曲円柱モデルでの適合度が，直円柱

モデルでの適合度より大きく改善しなかった場合は，真っ

直ぐな繊維とみなして，直円柱モデルの方のパラメータを

採用する．

ｆ．複数回試行してからの採用
前述のフェーズ１とフェーズ２の途中までを複数回行い，

その内で適合度が最も高いものを採用してから，フェーズ

Fig．１３ Optimization process of the model parameters

Fig．１４ Rules of the replacement of the spline curve's
passing points

180 成形加工 第 34巻 第 5号 2022



２から再開する．こうすることで，適合度の高いものが優

先的に抽出され，不適切な抽出パラメータが採用されるリ

スクを減らすことができる．

ｇ．抽出済み繊維の領域への侵入防止
同じ繊維を再度抽出しないように，抽出した繊維の領域

には占有されていることを示すマーキングを行い，以後の

繊維抽出でその部分で評価素点を得られないようにした．

ｈ．抽出を完了とする条件
どこまで抽出したら完了とするのか，まだ明確な基準が

なく，試行錯誤している段階であるが，以下に挙げる幾つ

かの方法で現在は取り組んでいる．

ユーザーが目視で判断する

抽出がされなくなって一定時間が経過する

閾値以下の適合度での抽出が一定数連続する

ノイズとみなされる繊維長が一定値未満の抽出が一

定数連続する

２．５ 繊維抽出ツールの開発環境
繊維抽出ツールの開発には，Microsoft Visual Studio

２０１３（Microsoft ）の Visual C＋＋を使用し，６４bit コン

ソールアプリケーションとして作成した．プログラムの

ソースコードはC言語で記述した．データの３次元表示

部分にはOpenGL （クロノス・グループ）のGLUTライ

ブラリを利用した．CT画像データの表示や解析には，開

発したツールの他に，フリー／有償の画像処理ソフトであ
る，ImageJ（NIH）や Avizo （Thermo Fisher Scien-

tific ）も利用した．

２．６ テスト抽出用の CT画像データ
今回の繊維抽出アルゴリズムをテストするためのCT画

像データとして，GFRPの射出成形品をマイクロX線 CT

で撮影したものを用意して使用した（図１５）．

＜テスト抽出用 CT画像データの情報＞
成形機：東洋機械金属製電動サーボ射出成形機「Si―

１８０ F２００」（金沢工業大学・高信頼理工学研究セン

ター）

成形品：GFRP，PS，GF含有率５wt％

CT装置：ZEISS 製「XRadia４１０Versa」（金沢工業

大学・革新複合材料研究開発センター）

CT画像：４００×４００×１００pixel，１pixel＝４um（１６００

×１６００×４００um）

３．結 果

図１６は，テスト用のデータで，中央の長くて大きく曲

がった繊維を抽出している時の様子である．薄い青色部分

はCT値が高い領域（＝繊維の領域），ピンクは既に抽出

完了した繊維の中心軸，中央の丸い点列は抽出中の繊維の

中心軸（スプライン曲線）の通過点を表している．中央の

繊維を正しく抽出できていることが分かる．図１７は，同

じデータで繊維抽出を完了した結果である．（a）は CT画

像データのCT値が高い領域，（b）は抽出結果の繊維を円

柱で表示したもの，（c）はその中心軸のみを表示したもの
Fig．１５ CT image data for test extraction.

（a）Orthogonal section view, （b）volume rendering
view of the high-intensity region（＝GF）

Fig．１６ Example view of the extraction process.
Pale blue：high-intensity region, pinkish blue：ex-
tracted fibers, circular points：passing points of the
spline-curve of the currently extracting fiber

Fig．１７ Extraction result.
（a）High-intensity region view of the CT image,（b）cyl-
inder view of the extraction result,（c）axis line view
of the extraction result. The long curved fiber is
viewed in different color in（b）（c）

Fig．１８ Comparison of the extraction results between
the previous algorithm and the current one.

（a）High-intensity region of the CT image,（b）previous
algorithm,（c）current algorithm.（a）and（b）are re-
display of Fig．１
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である．全部で７４本を抽出できた．特に，中央の大きく

曲がった繊維（図中別色で表示）を抽出できており，今回

の繊維抽出アルゴリズムで曲率を有する繊維が正しく抽出

できることが示された．図１８は，中央の大きく曲がった

繊維の一部を拡大して表示したものである．（a）は，CT

データのCT値の高いGFの領域を示したものであり，（b）

は前報のアルゴリズム，すなわち，直円柱モデルのみで抽

出した場合の結果である．本来は１本の繊維が，複数の短

い繊維の連なりとして抽出されている．一方の（c）の今回

のアルゴリズムでの抽出結果では，１本の大きく曲がった

繊維として正しく抽出されている．図１９は，別の曲率を

有する繊維での同様の例である．この結果から明らかなよ

うに，今回の抽出アルゴリズムの改良により，これまで不

可能であった曲率を有する繊維の抽出にも対応できるよう

になったことが実証された．

４．結 言

今回の繊維抽出アルゴリズムの主な改良点を表１にまと

めた． 曲円柱モデルの採用により，曲率を有する繊維も

抽出可能になった． 適合度評価に勾配情報も活用したこ

とで，繊維密度が高い場合の抽出精度向上が期待できる．

適合度評価への全体補正係数の導入により，長い／太い
円柱モデルの適合度が過大評価されるのを防ぎ，複数繊維

にまたがるような誤抽出を減らす効果が期待できる． 円

柱モデルの半径も最適化できるようにしたことで，繊維径

にばらつきがある場合への対応が可能となった． の効果

は本研究で実証されたが， と と の効果は本研究で未

実証であり，今後の課題である．その他，繊維抽出精度の

定量評価手法の開発，繊維抽出時間の短縮等の課題も今後

検討していく予定である．本研究で開発されたツールは，

既に幾つかの研究で活用され，繊維配向や繊維長分布の定

量評価等が行われている７）～１１）．
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Fig．１９ Comparison of the extraction results（another
example）.
The meanings of（a）―（c）are same as Fig．１８

Table１ List of the main improvements

Main improvements Aims

Adoption of the curved-cylinder model Enable extraction of curved fibers

Utilization of the gradient to the fitting evaluation Increase extraction accuracy

Correction of the fitting evaluation with fiber length/radius Increase extraction accuracy

Optimization of the radius of the cylinder Enable fitting to fibers with various radii

182 成形加工 第 34巻 第 5号 2022




