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要旨：本研究では，位相限定相関法を画像解析手法に採用した光学的全視野変形計測法を新たに構築し，RC

フレーム構造を対象とした計測実験を試みた。本論文ではまず，本計測法の概要について示し，特に，高精度

且つ汎用性の高い光学的計測において要となる，位相限定相関法について詳述している。更に，十字形 RCフ

レーム試験体を対象とした実験より得られた計測結果を比較・考察することにより，本計測法の妥当性につい

て検証すると共に，本計測法が繰り返し荷重を受ける RCフレーム構造の各種変形挙動を高精度に追跡可能で

あること，試験体に生じる全視野的なひずみ分布を詳細に可視化し得ること等を示している。
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1. はじめに

　鉄筋コンクリート（RC）構造の耐震性能を評価する

上で，地震力等の外力作用時の変形挙動を計測すること

は基本的且つ重要である。従来より，この変形の計測に

は，変位計やひずみゲージといった計測法（接触型計測

法）を用いることが一般的であるが，計測対象に直接接

触させた状態での計測が前提となるため，機器設置等の

物理的制約が計測の障害となる場合があること，更に，

計測対象の変形挙動を詳細に把握する場合には，多数の

機器使用が必要であること等が欠点として挙げられる。

また，本研究で対象とする RC構造では，例えば，コン

クリートのひび割れ発生後には表面に貼付したひずみ

ゲージは計測自体が困難となる可能性があり，従来の計

測方法を用いて RC構造の破壊に至る挙動を詳細に追跡

することは困難であると思われる。

　一方，このような従来の接触型計測法に対して，近

年，RC構造を対象にして，デジタルカメラ等の光学機

器を用いることで部材表面の変形状態を光学的且つ全視

野的に把握する試みが行われている 1), 2), 3)。この方法で

は，計測対象と非接触状態での変形計測が可能であるた

め，前述のような計測時の問題を解決し得る可能性を有

しており，より詳細且つ簡便に対象全体の変形挙動を把

握することが可能であるとして注目されている。

　 RC構造を対象に，デジタル画像解析を用いた光学的

変形計測法に関する代表的な既往の研究としては，以下

が挙げられる。渡辺等はリアルタイム画像解析システム

を構築し，RC梁部材に直接標点をマーキングする手法

を用いて計測を行うことで，曲げ応力下の部材に生じる

ひずみの可視化を試みている 1)。出水等は実大の PC橋

梁を対象にしてデジタル画像相関法に基づく光学的変形

計測を行っており，単調載荷時の橋梁の変形挙動を捉え

ている 2)。しかしながら，いずれの計測法においても，

計測対象表面に標点やランダムパターンを直接付与する

必要があることや周囲の環境光等の外乱により計測精度

は大きく影響を受ける可能性があると思われる。また，

多数のひび割れの発生によっては，マーキング部分の形

状変化や剥落等によって計測精度の低下や計測不能とな

ることが予想される。地震力に相当する繰り返し荷重を

受ける RC構造の変形挙動を光学的に捉えることを視野

に入れた場合，これらは大きな問題点となる。

　そこで本研究では，上述のような問題点を解決するた

め，著者等既往の計測法に新たに位相限定相関法を画像

解析法として組み込み，より高精度で汎用性の高い RC

構造の光学的全視野変形計測法の構築を目的とする。本

論文では，新たに採用した位相限定相関法を中心とした

本計測法について記述し，計測実験として計画した十字

形 RCフレーム試験体および計測諸条件の概要について

示している。更に，計測結果の比較より，本計測法の妥

当性の検討を行うと共に，RCフレーム試験体に生じる

各種変形挙動について考察を加えている。

2. 位相限定相関法に基づく光学的全視野変形計測法

2.1 光学的全視野変形計測法

　図－ 1に本計測法の基本構成を示す。本計測法で用い

る計測機器は主に，画像取得用の光学機器であるデジタ

ルカメラおよび画像解析用 PCを基本とし，その他の補

助機器として計測対象面の照度を一定に保つために白色

LEDライトを使用する。図に示すように，計測対象全域

の変形状態をデジタルカメラにより画像情報として記録

し，それらを解析用 PCに転送後，後述する一連の画像解

析を実施することにより，計測対象の全視野的な変形挙

動を非接触状態で求めることが可能である。尚，本研究

では特殊な機器を必要とせずに，より一般的に計測使用

する想定を重視し，民生用デジタルカメラを使用する。
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図－ 1 本計測法の基本構成

2.2 画像解析法の概要

　本計測法における，計測点の変位算出に用いた画像解

析法の概要について記述する。ここで示す解析法の基本

部分は著者等既往の方法 3)とほぼ同様であり，図－ 2に

示す変位前後の解析画像を用いてその原理を説明する。

まず，図中 (a)に示すように，変位前の初期画像におい

て任意の点を計測基準点と設定し，この点を中心とした

サブセットと呼ぶ Nx × Ny ピクセルの領域を取得する。

複数の計測基準点を設定する場合はそれぞれ同様の領域

を取得する。次に，計測対象に変形や剛体変位が生じ，

同一サブセット領域内で計測基準点が変位した状態を考

える（図中 (b)）。図中に示す δx, δy はそれぞれ計測点の

水平方向および鉛直方向の変位であり，変位前後の画像

を解析することで計測点の座標を追跡し，これら変位を

求める。次節より記述する位相限定相関法では，変位前

後のサブセット領域画像から両者の位相限定相関関数を

求め，そのピーク値を示す箇所を計測点として追跡する

ことが可能である。実際の計測時には，画像データ中に

複数の計測基準点を設定して同様に変位量を算出するこ

とで，隣接する計測点間の変形量・ひずみを求めること

ができる。更に，この画像解析プロセスを取得したすべ

ての画像データに適用することで，計測対象各部の変形

の推移を求めることができる。

2.3 位相限定相関法

　ここでは，本研究で画像解析法として新たに採用した，

位相限定相関法 4)について記述する。この手法はデジタ

ル画像マッチングに用いられるもので，比較する画像間

の平行移動量を高精度に検出することが可能であること

に加え，計測時に不可避なノイズ等に対して高いロバス

ト性を持っており，この手法を用いることで光学的変形

計測の高精度化が期待できる。RC構造の変形挙動を光

学的に計測する場合，特にひずみの値は非常に微小であ

るため，このことは非常に大きな意味を持っている。

図－ 3に位相限定相関法の計算フローを示す。変位前の

計測基準画像を f (nx,ny)，変位後画像を g(nx,ny)とし，

それぞれを二次元離散フーリエ変換（DFT）することで，

振幅成分と位相成分に分離する。このとき，両者の位相

成分のみを用いて求められる位相限定合成 R(kx,ky)は，

y

x

Nx× Ny：サブセット

y

x

変位後計測点

計測基準点計測基準点

dx

dy

（画像中心は保持）（画像中心）

(a)計測基準点の設定 (b)変位後の計測点

図－ 2 変位前後の計測点およびサブセット領域
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図－ 3 位相限定相関法の計算フロー

位
相
限
定
相
関
関
数

(n
y
 =

 0
)

0

-0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0-2-4-6-8-10 108642

サブセット座標 nx (dx = 0)

図－ 4 位相限定相関関数の三次元・二次元プロット

次式のように表せる。

R(kx,ky) =
F(kx,ky)G(kx,ky)

|F(kx,ky)G(kx,ky)|
= e j {θF (kx,ky)−θG(kx,ky) } (1)

但し，F(kx,ky)：計測基準画像の二次元離散 DFT，

G(kx,ky)：変位後画像の二次元離散 DFTの複

素共役，θF (kx,ky)：計測基準画像の位相成分

θG(kx,ky)：変位後画像の位相成分

更に，式 (1)を二次元離散逆フーリエ変換（IDFT）する

ことで，位相限定相関関数 r (nx,ny)の一般形として以下

の式が求められる。

r (nx,ny) =
α

NxNy

sin{π (nx+δx)}
sin{ πNx

(nx+δx)}
sin{π (ny+δy)}

sin{ πNy
(ny+δy)} (2)

但し，α：相関ピーク高さを表すパラメータ (α ≤ 1)

位相限定相関関数の三次元および二次元プロットの一例を

図－ 4に示す。この図からも分かるように，位相限定相関

関数は非常に明確なピークを持つことが特徴であり，こ

れにより高精度な計測点追跡が可能となる。また，輝度

変化やノイズ等の情報を含む振幅成分を除外し，位相成
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分のみを用いて画像間の相関を求めるため，様々な外乱

の影響に対してロバストな画像マッチングが可能である。

2.4 変位計測の高精度化手法

　前節で示した位相限定相関法の計算プロセスでは，画

像データの最小単位であるピクセルに基づくため，計測

点を追跡することで表示可能な変位の最小量は画像のピ

クセルサイズに依存することになる。しかしながら，一

般的に RC構造の計測に要求される変位のオーダーは計

測画像のピクセルサイズと比べて微小な値を取る場合が

多い。そのため，光学的変形計測法を用いて高精度な計

測を行うためには，1ピクセル以下のサブピクセルレベ

ルでの変位推定が求められる。本研究では，このサブピ

クセル変位計測を可能とするために，以下に示すような

計測の高精度化手法 4) を用いている。

（1）窓関数による画像データ端の影響低減

　二次元離散 DFTでは画像データが端部において循環

することを仮定しているために，本来存在することのな

い不連続性が端部において現れ，問題となることが知ら

れている。この不連続性の影響を低減するために，計測

画像 f (nx,ny)および g(nx,ny)に対して，次式で表す二次

元ハニング窓関数をそれぞれ適用する。

w(nx,ny) =
1− cos

( 2πnx
Nx

)
2

1− cos
(

2πny
Ny

)
2

(3)

（2）ガウス型重み付け関数（ローパスフィルタ）の適用

　デジタル画像においてノイズやひずみ等の外乱が加

わった場合，高周波成分の SN比（信号雑音比）が大幅

に劣化することが知られており，位相限定相関法におけ

る画像マッチング精度を低下させる原因となる。そこ

で，この高周波成分の影響を低減するために，位相限定

合成 R(kx,ky)の計算時においてローパスフィルタを適用

することにより精度向上が期待できる。本研究では，以

下に示すガウス型重み付け関数 H(kx,ky)を用いる。

H(kx,ky) = e
−2π2σ2

(
k2
x

N2
x
+

k2
y

N2
y

)
(4)

但し，σ：ガウス関数の幅を表す定数

（3）ピーク評価式を用いたサブピクセル変位の推定

　通常の位相限定相関法で推定可能な変位はピクセルレ

ベルであり，その値は整数値となる。そのため，計測点

の正確な変位を推定することは困難であり，高精度な変

位計測を実現するためには，画像のピクセル間に実数値

として存在するサブピクセル変位を求めることが不可欠

である。これを求めるためには，ピクセルレベルで推定

した計測点とその最近傍点のピーク座標を用いて，相関

ピークモデルのフィッティングを行う必要がある。本研

究では，次式で表されるガウス型重み付け関数適用時の

位相限定相関関数のピーク評価式を用いることで，計測

点のサブピクセル変位 δx, δy をそれぞれ推定する。
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図－ 5 十字形 RC柱梁接合部試験体 RCB01の概要
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図－ 6 試験体載荷スケジュール

δx =
ln{r (px+ ) }− ln{r (px− ) }

2ln{r (px+ ) }−4ln{r (px) }+2ln{r (px− ) } − px (5)

δy =
ln{r (py+ ) }− ln{r (py− ) }

2ln{r (py+ ) }−4ln{r (py) }+2ln{r (py− ) } − py (6)

但し，px：ピクセルレベル推定した計測点の水平方

向変位，px+ , px−：px の最近傍点座標をそれ

ぞれ表し，px+ = px +1，px− = px −1，py：ピク

セルレベル推定した計測点の鉛直方向変位，

py+ , py−：py の最近傍点座標をそれぞれ表し，

py+ = py +1，py− = py −1

3. 十字形 RC柱梁接合部試験体の計測実験の概要

　 RC柱梁接合部試験体 RCB01を対象に，本計測法を用

いた計測実験を実施した。図－5に試験体の概要を示す。

この試験体は実大の約 1/3スケールの大きさを持つ十字

形 RC内部柱梁接合部で，梁曲げ降伏が先行するよう設

計 5)したものである。図中に示す薄赤部分は本計測にお

ける画像解析範囲を示しており，載荷点位置を中心とす

る柱頭位置と西梁部材位置の 2箇所を設定している。青

丸は変位計による計測位置を表しており，画像解析範囲

と対応するように載荷点位置および梁部材下部に配置し

た。東西梁の先端部分をピンローラ支持，柱脚部をピン

支持とし，柱頭部分に正負交番繰り返し水平載荷を行っ

た。載荷スケジュール（図－6）は各載荷段階において
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正負交番 2サイクルで行い，最終的に押切載荷とした。

　計測では光学機器として，デジタルスチルカメラ 2

台（Nikon D300S，レンズ：AF-S DX NIKKOR 18-200mm

f/3.5-5.6G ED VR II），予備計測用にデジタルビデオカメ

ラ 1台（SONY HDR CX-900）を用いた。また，計測対象

面の照度を一定に保つために白色 LEDライトを複数台

用いると共に，試験体背面には暗幕を配置することで，

計測環境で生じる外乱の影響を極力低減する措置を施し

た。尚，撮影する試験体表面には特別な表面処理は行っ

ておらず，打放しの状態である（写真－ 1）。

　本計測の諸条件を表－1に示す。計測周期を 10秒間隔

としたインターバル撮影を行い，計 812枚の連続画像

データを取得した。水平載荷を行うアクチュエータ荷重

についてもこの計測周期と同期するように同時計測を

行っている。また，載荷点および西梁部材位置における

画像解析範囲については，表中に示す計測点数およびサ

ブセット範囲を設定し，解析を行っている。尚，画像解

析位置によりサブセット範囲が異なるのは，各計測位置

における取得画像の解像度が異なり，これに伴って画像

解析に有効な解像度が異なることによるものであり，そ

れぞれ最適と考えられる範囲を設定している。

　写真－ 2に，本計測でカメラキャリブレーションに用

いた画像の一例を示す。デジタルカメラから取得した画

像を用いて光学的計測を行う場合，撮影レンズ固有のひ

ずみやカメラと計測対象との位置関係により，画像にひ

ずみが生じる。これは計測精度を低下させる一因となる

ため，画像データのひずみ補正を行う必要がある。本研

究では，本計測法との親和性が高いと考えられる，既往

のカメラキャリブレーションツール（Camera Calibration

Toolbox for Matlab）6)を用い，画像例に示すチェッカーパ

ターンの位置や角度を変化させた複数枚の画像から，ひ

ずみ補正に必要な各種パラメータを求めている。

4. RC柱梁接合部試験体の計測結果の比較

　ここからは，RC柱梁接合部試験体の計測結果の比較

を示す。図－7は層せん断力－層間変形角関係における

計測結果の比較を表しており，赤線は本計測値，青線は

既往手法としてデジタル画像相関法（DICM）による計

測値 3)，黒点線は変位計による計測値を示している。

DICMによる解析では解析アルゴリズムを除く各種計測

条件は本計測と同様とした。また，画像解析による計測

値はいずれも，載荷点の解析範囲に設定した計 9点の計

測変位を平均して求めた。まず，本計測値について見る

と，載荷初期段階から梁曲げ降伏，最終破壊に至る，す

べての段階において変位計の計測値と非常に良好に対応

していることが読み取れる。続いて，DICMによる計測

値も見ると，全体的には良好な計測が可能であるが，層

写真－ 1 計測時セットアップ

表－ 1 計測諸条件

3点(水平)× 3点(鉛直) 181点(水平)× 91点(鉛直)

計測周期 焦点距離 絞り値計測距離

10秒間隔 135.0 mm F103600 mm

設定計測点数［載荷点］ 設定計測点数［西梁端］

計測点間距離［西梁端］

各20 px(水平・鉛直)

計測点間距離［載荷点］

各45 px(水平・鉛直)

設定サブセット［西梁端］

各257 px × 257 px

設定サブセット［載荷点］

各129 px × 129 px

変位変換係数［西梁端］

0.146 mm/px

変位変換係数［載荷点］

2.098 mm/px

写真－ 2 カメラキャリブレーション画像の一例

間変形角 1/100 [rad]以降で徐々に変位計の値との差が大

きくなっている。変位計の計測値を基準として各解析結

果との相関係数，誤差の平均値，標準偏差を求めると，

本計測値で 0.999 / 0.383 mm / 0.425 mm，DICM計測値で

は 0.994 / 0.722 mm / 0.878 mmであり，本計測法が繰り返

し載荷時の RC試験体の変形挙動をより高精度に追跡可

能であることを示している。また，本計測ではカメラと

試験体間が実用レベルと想定される 3 m以上の距離で実

施しており，本計測法がこの程度の非接触状態において

も従来の接触型計測法と比べて遜色のない計測精度を有

し，十分な実用性を併せ持っていることを確認した。

　次に，層せん断力－梁鉛直方向変位関係の計測結果の

比較を図－8に示す。図中に示す (a)は本計測値，(b)は
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図－ 7 層せん断力－層間変形角関係の比較

DICMによる計測値を表している。各図中の黒点線は変

位計の計測値を示しており，梁変位は上部方向を正とし

て表示してある。画像解析では西梁部材解析範囲の内，

W1，W2位置の変位計延長上に存在する計測点 3点を抽

出し，その平均値で表している。また，本計測法では初

期画像で定めた計測点を追跡するのに対して，変位計自

体の位置は固定しているために梁の変位と共に計測箇所

に差が生じる。この問題に対応するため，本計測では別

途変位計位置の計測点を設け，それら計測値を用いて補

正を加えている。まず，(a)について比較すると，W1，

W2位置のいずれにおいても，本計測値は概ね変位計の

計測値と対応する結果となっているが，載荷段階が進む

につれて，正方向載荷時で徐々に計測値の精度が低下す

ることが分かる。この原因としては，各計測位置の近傍

に曲げひび割れが生じており，これが載荷の進展と共に

計測精度に影響を及ぼしたものと考えられる。負方向載

荷時には梁部材下端の曲げひび割れの多くは閉じるた

め，正負方向の違いで計測精度に差が生じたことも説明

ができる。続いて，(b)に示す DICMを用いた計測では，

層間変形角 1/100 [rad]を超えたところで各計測位置とも

解析が不能となった。これは，DICMでは画像解析時に

解析領域の画像パターンの相関性に基づいて計測点を追

跡しているが，計測位置における曲げひび割れの発生に

よって画像パターンが大幅に変化したことに起因してい

ると思われる。これらの結果より，位相限定相関法を用

−6 −4 −2 0 2 4 6
−100

−75

−50

−25

0

25

50

75

100

W1

梁鉛直方向変位［mm］

層
せ
ん
断
力
［

k
N
］

：本計測

：変位計

−6 −4 −2 0 2 4 6
−100

−75

−50

−25

0

25

50

75

100

W2

梁鉛直方向変位［mm］

層
せ
ん
断
力
［

k
N
］

：本計測

：変位計

(a)本計測値

−6 −4 −2 0 2 4 6
−100

−75

−50

−25

0

25

50

75

100

W1

梁鉛直方向変位［mm］

層
せ
ん
断
力
［

k
N
］

：DICM

：変位計

−6 −4 −2 0 2 4 6
−100

−75

−50

−25

0

25

50

75

100

W2

梁鉛直方向変位［mm］

層
せ
ん
断
力
［

k
N
］

：DICM

：変位計

(b) DICMによる計測値

図－ 8 層せん断力－梁鉛直方向変位関係の比較

いた本計測法は，計測精度の今後の改善点もあるもの

の，ひび割れが生じる RC構造の光学的変形計測におい

てロバストであり，優位性を有していると言える。

　図－9に，本計測値に基づいて表示した西梁部材の最

大主ひずみ分布のコンタ図を示す。図中の (a)～(c)はそ

れぞれ，層間変形角 1/100 [rad]，1/50 [rad]，1/33 [rad]で

の正方向載荷 1回目ピーク時の結果を示したもので，各

図にはひずみの大きさを示すカラーバーを併記してあ

る。(d)は西梁部材に生じた最終ひび割れ状況の様子を

示したもので，ひび割れ位置を赤実線で強調表示してあ

る。尚，本画像中央付近の六角状の金属箇所は打設時の

セパレータ跡であり，画像解析時にはこの箇所は特段除

外していない。主ひずみの計算では，任意の近傍計測点

4点で構成する領域を一単位とし，各計測点変位の差を

先の表－1に示した計測点間距離で除すことにより，水

平方向，鉛直方向，対角方向ひずみをそれぞれ求め，そ

れらの値から一般的なロゼット解析と同様の計算手法に

より求めた。まず，(a)では引張側となる梁下端におい

て，鉛直方向に走るひずみの集中箇所が現れ始めている

ことが分かる。この箇所でのひび割れの目視による確認

はこの載荷段階では難しいが，最終的にひび割れが進展

する位置と対応しており，その前兆を捉えていると言え

る。更に，(b)，(c)と層間変形角が大きくなるにつれて，

西梁に生じるひずみも全体的に増加しており，特に，梁

下端のひび割れ発生が確認できる 5箇所においての集中
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図－ 9 本計測値による西梁部材の最大主ひずみ分布

が顕著である。計測範囲の主ひずみ値の妥当性は，ひず

みゲージ等の計測結果との比較により更なる検証が必要

であると考えられるが，これら計測結果は，本計測法が

RC構造に生じるひずみ分布を全視野的に可視化し得る

ことを示すと共に，従来の接触型計測法に比べて，より

簡便に表示し得る可能性があることを示唆している。

5. まとめ

　本研究では，位相限定相関法を画像解析法として新た

に採用した光学的全視野変形計測法を構築し，繰り返し

荷重を受ける RC柱梁接合部試験体を対象とした計測実

験を実施した。本論文ではまず，本計測法の基本構成と

位相限定相関法およびその高精度化手法を中心とした画

像解析法の概要について記述している。更に，RC試験

体を対象とした計測結果の比較より，特別な表面処理の

ない RC試験体の変形挙動を，本計測法が非接触且つ高

精度に追跡可能であることを示した。また，本計測値か

ら表示したひずみ分布の考察より，本計測法が RC構造

に生じる変形挙動を全視野的に可視化し得ること，本計

測法の実用面における優位性について示した。
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