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要旨： 曲げ降伏後にせん断破壊する RC部材の実験を対象として，デジタルカメラで撮影した画像を処理
することで部材の変形状態を計測した。色情報を用いることにより，一般的な機材と簡単な準備によって，

部材の各部の座標値を得ることができる。変位計による計測結果と画像解析により得られた結果を比較し

て，画像解析による計測の精度が十分であることを確認した。二次元的な変形状態を調べることによって，

部材の変形モードを分離することが可能である。
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1 はじめに

RC部材の実験では，変形の測定に変位計をはじめと
した接触型の計測器を用いるのが一般的である。接触型

の計測器は物理的制約から設置の場所や変位計の数が

限定される。これに対して，画像処理を用いた非接触型

の計測手法がいくつか提案されている。宮内 2) は，RC
梁に貫通ボルトを取り付け，反射ターゲットを貼り付

けたものをデジタルカメラを用いて 9 ヶ所から撮影し
た。浜岡 3) は，電子スペックルパターン干渉法とデジ

タル画像相関法を用いるため CCD カメラとレーザー
を使用した。梁田 4) は，試験体のリアルタイム非接触

ひずみ計測システムとして，カメラ 4台，PC4台を用
いた。これらの方法では物理的制約は小さく，多点の変

位を測定することができるが，データを得るために特別

な準備が必要である。一方，RC部材の実験では，ひび
割れの進展を観察するために，破壊の各段階で写真撮

影を行う場合が多く，簡単な準備で写真から部材の変

形状態を調べることができれば便利である。本研究で

は簡単な準備によって得た画像データに基づいて，RC
造部材の変形を調べるための手法を開発する。

2 実験概要

2.1 試験体概要

鉄筋の降伏に着目した曲げ降伏後にせん断破壊する

RC部材の実験 5) に対して，画像解析を適用した。試験

体概要を図―1に示す。この研究は曲げ降伏後のせん断
破壊のメカニズムについて調べるものであるが，曲げ降

伏後にせん断変形成分が急激に増大してせん断破壊に

至る現象を観測するために，平面的な変形状態を詳細に

調べる必要がある。本研究では対象論文の試験体のう

ち，特徴的な変形を示した試験体B–T4及びC–T4を検
討対象とする。断面の寸法は，b×D=250mm×250mm，
スパン L= 600mm であり，コンクリート強度 σB は

30.2N/mm2 である。変位計は鉛直方向に 2つ，水平方
向に 1つで，水平変位計は載荷位置に設置している。対
象試験体一覧を表―1 に，鉄筋の諸元を表―2 に示す。
試験体 B–T4 と C–T4 では，主筋径と軸力の違いによ
り，せん断余裕度が大きく異なる。
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図―1 試験体概要

表―1 対象試験体一覧

試験体名 η
主筋 横補強筋 Vu Qsu Qmu Qsu/Qmu

本数-種類 Pt [%] 本数-種類 間隔 [mm] Pw[%] [kN] [kN] [kN]

B–T4 0 4-D13 0.81
2-D4 40 0.28 130.4

93.1 58.3 1.60
C–T4 0.08 4-D16 1.27 109.8 121.4 0.90

η:軸力比，Pt:引張主筋比, Pw:横補強筋比，Vu:靭性指針式 7) による Rp=0 としたときの終局せん断強度式, Qsu:RC 規準 6) に

よるせん断強度式 (修正荒川 mean 式), Qmu:RC 規準 6) による終局曲げ強度式, Qsu/Qmu:せん断余裕度
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図―2 載荷装置

(a) 試験体 B–T4 (b) 試験体 C–T4
(R=+24/600 [rad]) (R=+31/600 [rad])

図―3 対象試験体最終破壊状況

表―2 鋼材強度

種別
降伏強度 降伏歪み ヤング係数 引張強さ

[N/mm2] [µ] [kN/mm2] [N/mm2]
D4 408 4130 191 532
D13 345 2060 187 488
D16 349 2100 179 500

2.2 載荷方法

載荷装置を図―2に示す。正負交番漸増繰り返し載荷
を行い，載荷は頂部の治具に水平方向の油圧ジャッキ

を取り付ることで行った。試験体 C−T4 の載荷時は軸
力を加えるため，鉛直方向の油圧ジャッキを取り付け
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図―4 撮影位置

た。変位制御を適用し，柱脚端部の主筋降伏を確認する

ため，部材変形角 R = ±1/300[rad] から開始し，次に
±1/150[rad] まで載荷を行った。その後，±1/200[rad]
ずつ漸増させて，部材耐力が 90%まで劣化したことを
確認するまで載荷し,最終サイクル後に押し切った。試
験体の破壊状況を図―3に示す。両試験体ともに，主筋
の降伏を観測した後，曲げせん断ひび割れが成長して

耐力劣化に至った。

3 画像解析の手順

3.1 撮影

試験体表面に白いペンキを塗り，縦横 5cm 間隔で，
赤いマーカーペンを用いてフリーハンドで標点を設け

た。カメラと試験体との位置関係を図―4に示す。カメ
ラは試験体表面から 1815mm，高さ 1580mmの位置で
固定した。実験の機材と干渉したためにカメラを試験体

正面に据えることができず，50mmずれているが，必要
に応じて補正することも可能である。撮影位置を固定す

るため，シャッター用リモコンを用いて，カメラや三脚

には触れないように撮影した。撮影には，ニコンデジタ

ルカメラ DF5300を使用した。有効画素数は 2400万画
素 (ピクセル=px)で，横 4000px，縦 6000pxである。
3.2 標点の座標抽出

画像解析ソフトウェアは，Python(PIL) を用いて開
発し，高速化が必要な部分については Java言語 (AWT
クラスライブラリ) を用いて書き直した。撮影した画
像は 1 ピクセル当り 24 ビットの JPEG フォーマット
で記録した。すなわち，各ピクセルの色が赤（R），緑
（G），青（B）についてそれぞれ 256階調（8ビット）で
表現されている。画像ファイルの各ピクセルの RGB数
値を取得して，以下の条件式 (1)を満たす点の座標 (横
x，縦 y)をすべて集める。

R > G × 2 かつ R > B × 2 (1)

原画像の赤い標点と，抽出された点の集合の例を図

―5 に示す。(a) は原画像，(b) は抽出した座標に白い

-734-



(a)原画像 (b)抽出後の画像

図―5 試験体写真の拡大と抽出した座標の集合

点を打ったもので，半径約 40pxの範囲にある赤いピク
セルの座標の集合である。標点はマーカーペンを用い

てフリーハンドで設けたため歪な形状であるが，重心

座標を計算して標点座標とするため，赤い部分をすべ

て捕捉することができれば良い。ここで抽出された各

座標を便宜的に「白点」と呼ぶ。この画像では各標点が

1000以上の座標の集合で表され，この段階で実験治具
の錆などによるノイズを含めて 5 万点程度の座標が得
られている。用いた写真はフラッシュを焚いておらず，

標点はややくすんだ赤色であるが，試験体表面には赤

の強いノイズピクセルは存在しないため，座標が正確

に抽出されていることがわかる。

次に，ある半径 rの円内に収まる白点をグループ化し

て，グループの重心の座標を求め，これを標点の座標と

する。具体的には以下のような手順を踏む。

1. 白点座標の集合から，適当な点を選んでその座標を
基準とする。

2. 基準点から距離 r 下の座標を見つけてグループに

入れ，グループの重心座標を新たな基準とする。

3. グループに入れた白点を，白点座標の集合から消去
する。

4. 上記 2-3を繰り返し，最初に選んだ基準近くの点に
ついて座標グループとその重心座標を得る。

5. 上記 1-4を繰り返し，すべての白点座標をグループ
化して，重心座標の集合を得る。

ここまでの作業によって得た白点の重心座標と，抽出に

用いた試験体写真を図―6に示す。白点のグループ化半
径は 70pxとした。(b)には，白点の集合の回りに，グ
ループの重心を中心として半径 70px の円を描いてい
る。(a)に写り込んだホワイトボードのマーカーや実験
治具の錆の赤がノイズになっているが，試験体に記し

た標点はすべて捕捉されている。

写真の撮影に際しては，リモコンを使ってシャッター

を切ることにより，カメラの位置を固定したが，実験で

は試験体のスタブが反力床上で僅かに動くため，標点の

位置だけでは試験体の変形を正しく検出できない。そ

こで，スタブ上に二箇所，座標変換の基準となる不動点

として緑のマーカーをつけた。この二点についても同

(a) 原画像 (b) 抽出した点の集合

図―6 標点重心座標の抽出

様の処理を行い，重心の座標を抽出した。ただし，試験

体 B–T4 には緑のマーカーを付けなかったので，写真
を編集して，スタブ上の傷を見ながら，慎重に同じ位置

に緑の点を設けた。図―6の最下部の 2点は，それぞれ
抽出された緑のマーカーの重心である。緑のマーカー

は同系統の色が少ないためノイズを含まずに検出する

ことができた。今回は標点に赤のマーカーを用いたが，

不動点として用いた緑色のように，写真画像中に少な

い種類の色を使うことによって，よりノイズの少ない

画像データを得ることができる。

3.3 標点の検索

ここまで，試験体表面の標点の座標をすべて拾うこ

とができたが，座標の集合は順不同であり，さらにノイ

ズが含まれている。スタブ及び試験区間にはノイズが

ないので，スタブ上に設けた基準点から始めて，順に標

点を探索する。具体的には，以下の手順を踏む。

1. 左の基準点の座標を (x0, y0)とする。

2. 各標点の座標を (x, y)としたとき，次式の rが最小

となる点を標点として標点集合に追加し，これを次

の基準点とする。式 (2)は楕円の式を変形したもの
で，係数 1/4によって上方向に標点を検索する。

r =

√
(x − x0)2 +

(y − y0)2

4
　ただし y > y0 (2)

3. 基準点 (x0, y0)から，次式の rが最小となる点を標

点集合に追加し，これを次の基準点とする。ここで

は，係数 1/4によって右方向に検索する。
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表―3 写真上の位置と縮尺 (mm/px)

左上 中上 右上

0.203 0.200 0.199
左中 中 右中

0.202 0.199 0.197
左下 中下 右下

0.202 0.199 0.197

r =

√
(x − x0)2

4
+ (y − y0)2　ただし x > x0 (3)

4. 上記 3を 3回繰り返す（標点は横に 4列あるため）。
5. 最後から 4 番目の標点を基準点として，上記 2 に
戻る。

6. 上記 2-5 を 12 回繰り返す（標点が縦に 13 列ある
ため）。

ここまでの手順により，左下の標点から順に 13 × 4個

の標点座標を得る。

3.4 座標変換

スタブ上の不動点を基準に，各標点の座標を変換す

る。対象とした実験では緑色のノイズは少なく，2つの
不動点を正しく検出できる。2点のうち x座標が小さい

方 (左基準点) を原点とし，もう片方 (右基準点)が x軸

上に来るように変換する。左基準点の座標を (x0, y0)，

右基準点を (x1, y2)，標点の座標を (x, )y としたとき，

基準点を結ぶ直線の傾き θは次式で得られる。

θ = tan−1 y1 − y0
x1 − x0

(4)

座標変換した標点の座標 (X,Y)は次式で表される。

X = (x − x0) cos θ + (y − y0) sin θ (5)

Y = (x − x0) sin θ − (y − y0) cos θ (6)

次に，座標の数値 pxを距離mmに変換する。レンズ
やズームの設定，カメラと試験体の位置関係によって，

画像が歪む可能性がある。そこで，写真の中央及び 4隅
に定規が映るように撮影して，写真上の位置と縮尺の関

係を調べた。写真上の位置と 1px当りの長さ (mm)を
表―3に示す。試験体の正面よりもやや左側から撮影し
たため，画面の右側でやや縮尺が小さくなっている。縮

尺が最大の画面左上と最小の右下の数値を比較すると，

画面位置によって最大 3%程度の誤差が生じる。本研究
では対象検体が比較的縦に長いのに対し，縦方向の縮

尺差が比較的小さいことから，写真の歪みの補正は行

わない。

試験体の入れ替えごとにカメラの位置やズームが変

化したために，縮尺は試験体ごとに異なる。試験体表
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図―7 載荷前後の標点座標による変形の算出

図―8 最下部標点の高さ決定のための危険断面の特定

面に描いた 5cm 間隔の線を基に，それぞれの試験体
について写真の縮尺を決定した結果，1px当りの長さ，
すなわち画像の解像度は 0.17mm から 0.20mm 程度
となった。画像解像度は，カメラの画素数とズームの

大きさによって変動する。例えば，既往の研究 1) では

1px=0.26mmとしている。
3.5 変形算出

載荷前後の写真から抽出した標点の座標に基づいて，

試験体の二次元的な変形状態を調べる。まず，標点高さ

における回転変形を求めるため，横に 4 つ並ぶ標点を
結ぶ直線の傾きを算出する。

左下から右上へ標点が順に並べられているので，4n-3
から 4n 番目の標点をグループ化して，最小二乗法に
よって標点列の傾きを計算する。載荷前の試験体につ

いて，標点座標及び標点列に当てはめた直線の例を図

―7(a) に示す。図中には，標点列の傾きを併せて示し
ている。原点は危険断面ではなく，スタブに設けた不動

点である。右の不動点が x 軸上に来るように座標変換

されていることが確認できる。

任意の載荷ステップの標点座標を，載荷前の標点座
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標と比較することによって，各標点位置での変形を求

めることができる。変形算定のイメージを図―7(b) に
示す。載荷前の各高さにおける標点座標の平均値を青

で，載荷後の平均値を赤で示している。部材の曲げ変形

とせん断変形を分離するために，標点高さにおける回

転角を，載荷前後の線の角度差から求める。

対象とした実験では，高さ 600mmの位置で水平変位
と回転変位を計測しているので，試験体の全体水平変形

は下から 12番目の標点の水平変位と一致するはずであ
る。また，回転角を柱脚から 12番目の点まで積分する
ことによって，試験体の曲げ変形を算定する。ただし，

柱脚の危険断面位置には標点を設けていないので，写

真を編集して，危険断面位置に紫の点を打って緑点と

同様に処理し，一番下の標点と危険断面の距離を計測

する。写真編集の例を図―8に示す。危険断面位置は写
真上で明確とは限らず，危険断面位置の特定には誤差

が伴うが，最下部の標点位置（危険断面から 50mm程
度）における回転角は比較的小さいので，曲げ変形の算

定に対する影響は大きくないと考えられる。

4 測定値の比較（変位計と画像解析）

変位計で測定した部材の全体変形（危険断面から

600mmの位置の変位）と，画像解析によって計測した
全体変形を図―9に示す。実験は正負交番漸増載荷であ
り，図には各載荷サイクルのピーク時の値を記してい

る。変位計による計測値と画像解析による変位の算定

値はよく一致している。誤差の一因として，写真撮影と

変位計測のタイミングのずれが考えられる。撮影中に

は荷重を一定に保ったが，撮影前後に時間がかかると，

変形が僅かに進行する場合がある。

部材の頂部の回転について，同様に変位計の計測値

と画像解析による計測値を比較したものを図―10に示
す。画像解析による計測は，変位計の計測値と良く一致

しているが，全体変形と同様に，C–T4の方がより精度
が高い。C–T4の方が後に実験を行ったので，より迅速
に撮影や計測ができたためと考えられる。
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図―9 全体変形の比較
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図―10 頂部回転の比較
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図―11 全体変形に対するせん断変形の割合

画像解析によって計測した部材の評点高さにおける

回転角を部材長さ方向に積分して曲げ変形量を算定し

た。せん断変形=全体変形-曲げ変形とすると全体の変
形を曲げ変形とせん断変形に分離することが可能にな

る。全体の変形に対するせん断変形の割合を図―11に
示す。

標点間の曲率は直線分布と仮定して，回転角を台形

積分している。(a)の B–T4は比較的せん断余裕率が高
く，曲げひび割れが大きく開いた後にせん断破壊に移

行した部材である。変形の増大に伴って曲げせん断ひ

び割れが成長するとともにせん断変形の割合が増大し，

大変形時，特に正側の載荷で急激にせん断変形が増大

してせん断破壊に至ったことがわかる。(b)の C–T4は
せん断余裕率が低く，主筋の降伏は観測されたものの，

早い段階でせん断ひび割れが入った部材である。せん断

変形の割合は変形が小さいうちから比較的大きく，徐々

に増大していることがわかる。曲げ降伏後にせん断破

壊する RC 造部材では，せん断破壊に移行する条件が
不明確であるが，画像解析を用いてせん断変形時の挙

動を観察することができれば，メカニズムの解明に寄

与すると考えられる。

5 まとめ

RC造部材の実験において，試験体の二次元的は変形
状態を明らかにするための画像解析手法について検討

した。試験体表面にマーカーペンで標点を設け，三脚を

用いてデジタルカメラで撮影するという，非常に一般

的な機材のみ用いた簡単な手法で，部材の変形につい

て多くの情報を得ることができる。

色情報に基づいて画像を数値化するための手順を示

した。標点の座標を正確かつ少ない手順で得るために

は，写真画像中で少ない種類の色を使うと良い。

画像解析によって得た部材の変形と，変位計で計測

した載荷位置の変位を比較した結果，画像解析によっ

て精度よく変形を計測できることがわかった。また，二

次元的な変形状況を計測することによって，曲げ変形

とせん断変形を簡便に分離することが可能である。
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