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要旨：次世代型の性能評価型耐震設計においては修復性能評価および早期復旧性能評価にあたり部材の損傷

量（ひび割れ幅，ひび割れ長さ，剥落面積等）を定量的に評価することが求められる。本研究では，擬似動的

載荷実験において非定常変位履歴を受ける鉄筋コンクリート造柱部材（短柱）のひび割れ幅とひび割れ長さ

に着目した損傷量データを目視および画像処理手法を用いて計測・取得し，画像処理手法を用いた計測方法

に関する検討および非定常変位履歴を受ける部材の損傷量進展について考察を行った。また筆者らが提案す

る部材変形法を適用した断面解析を用いてひび割れ長さの進展具合を推定し，その妥当性について検討した。 
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1．はじめに 

鉄筋コンクリート構造物は，供用期間中に様々な外力

を受けることによりひび割れ等の損傷が発生する。現行

の性能評価型耐震設計における修復性能評価は，安全性

能評価に用いる入力地震動の強さの 1/5 の強さの地震動

に対し応答が定めた値以下になることを検証する方法

として検討され，被災後の建築物の修復費用が建築主の

許容する範囲に収まるように設計しているわけではな

い。次世代型の性能評価型耐震設計においては，修復費

用に直結する損傷量（ひび割れ幅，ひび割れ長さ，剥落

面積等）を正確に把握し，設計段階でこれを修復性能と

して評価・推定できることが望ましい。 

そこで本研究では，擬似動的載荷実験 1)による非定常

変位履歴を受ける鉄筋コンクリート造柱部材のひび割

れ幅とひび割れ長さに着目した損傷量データを画像処

理手法を用いて取得し，画像処理手法を用いた計測方法

に関する検討および修復性能評価に資する損傷量進展

について考察を行った。また部材変形法を適用した断面

解析を用いて，部材変形に伴うひび割れ長さの進展具合

を推定し，同実験における計測結果と比較することで，  

その妥当性についての検討を行った。 

 

2. 試験体概要 

 損傷量計測対象試験体は，軸力比 0.2 の極短柱部材で，

柱断面寸法は 300mm×300mm とし，柱内法寸法は 600mm

である。試験体の形状と配筋図の詳細を図－1 に，材料

および構造諸元を表－1 に示す。なお，上下の両スタブ

は断面，配筋とも同じであり，スタブ断面寸法は奥行

700mm×高さ 750mm×横幅 1800mm である。 

3. 載荷履歴 

 本研究で使用する載荷履歴は，文献 1)の擬似動的載荷

実験で得られた非定常応答変位履歴である。この実験で

用いた入力地震動は，El Centro (1940)NS 方向の位相特性

を有し国土交通省告示 1461 号の設計用応答スペクトル

を示す模擬地震動である。継続時間 60 秒の告示波に対

して主要動部分を含む 10 秒間を実験で使用した。本論

文では，この実験で得られた応答変位履歴を同仕様の試 

験体に載荷する実験 1)において損傷計測を実施した。図

－2に入力した変位応答履歴を示す。また図－2中およ 

 

 
図－1 試験体詳細 1)  [単位：mm] 
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表－1 材料および構造諸元 1) 
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び表－2 に損傷量計測点（損傷量計測回）を示す。変位

応答のピーク時を目安に，大変形経験後の小変形状態も

一部含むように損傷量計測回を定めた。損傷量計測にお

いては，目視によるクラックスケールを用いたひび割れ

幅の計測に加え，画像処理を念頭にデジタルカメラ撮影

による損傷量計測を実施した。損傷量計測回と変形角の

関係を表－2に示す。 

 

4. 損傷量計測 

4.1 ひび割れの分類 

損傷量進展の分析に先立ち，ひび割れを図－3 に示す

ように分類する 2)。まず，ひび割れ両端点を結ぶ直線か

ら最も離れた位置にある同一ひび割れ内の点でひび割

れを 2 区間に分割し，各区間の端点を結んだ線分が材軸

とのなす角に基づき分類する。その際，材軸となす角が

75～105°の部分は曲げひび割れとし，15～75°の部分

はせん断ひび割れとする。 

4.2 目視によるひび割れ幅計測 

損傷量計測回到達時にクラックスケールを用いてひび

割れ幅を計測した。ただし，表－2 に示す損傷量計測回

が 26 回以降は大きな剥落を伴ったためひび割れ幅を計

測しなかった。ひび割れ幅の計測においては，試験体面

において最大となるひび割れ幅，各ひび割れと試験体表

面に記した 100mm 角のグリッド線との交点，各ひび割

れの試験体外縁部ひび割れ幅，スタブと柱の離間ひび割

れ幅を計測した。なお，本実験で用いたクラックスケー

ルの計測可能な最小のひび割れ幅は 0.03mm である。 

4.3 画像処理手法によるひび割れ幅計測 

前節の目視によるひび割れ幅計測と合わせて，デジタ

ルカメラ撮影（写真－1）による画像処理手法を用いたひ

び割れ幅計測を実施した。本実験で用いたデジタルカメ

ラは 2020 万画素の有効画素数を有するもので，試験体

面全体が一枚の写真で収まるように撮影しており 1pixel

あたり 0.11881mm となる。これより，原理上，読み取り

可能な最小ひび割れ幅は 0.5 pixel = 0.056mm 以上と推定

される。 

ここで，図－4 に画像処理によるひび割れ幅抽出の概

要 3)を示す。画像の無駄な部分（試験体の背後等）をト

リミングし，二値化画像を生成(図－4(a))，ひび割れを 

 

図－2 変位応答履歴と損傷量計測点 

(a)曲げひび割れ (b)せん断ひび割れ (c)曲げせん断ひび割れ

図－3 ひび割れの分類 2) 

 

写真－1 損傷量計測装置の全景 

 

含む黒色領域の円形度判定により豆穴などのノイズを

除去する（図－4(b)）。ノイズが除去された各ひび割れ領

域に対して，次の手順でひび割れ幅を計測する。まず，

ひび割れ領域の外郭画素を走査対象点とし，走査対象点

に番号をつけ前後に指定の画素数離れた画素（隣接点）

同士を結んだ線を接線とした。次に，走査対象点の隣接

点を通る接線と垂直な線（法線）で挟まれた範囲にある

ひび割れ領域の外郭画素をひび割れ幅計測対象候補点

として抽出した（図－4(c)）。ひび割れ領域の外郭を時計

回りに走査したときに，接線ベクトルと向きが 180°±許 
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表－2 損傷量計測回－変形角関係 
計測回 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 7 回目 8 回目 9 回目 
変形角 1/2000 -1/2000 1/2000 -1/1200 1/1000 -1/1200 1/857 -1/462 0 

計測回 10 回目 11 回目 12 回目 13 回目 14 回目 15 回目 16 回目 17 回目 18 回目

変形角 1/273 1/2000 1/231 -1/500 -1/128 1/91 -1/94 1/65 1/85 

計測回 19 回目 20 回目 21 回目 22 回目 23 回目 24 回目 25 回目 26 回目* 27 回目*

変形角 -1/261 1/77 -1/113 1/136 -1/71 1/40 -1/55.5 1/19 -1/462 

* 大きな剥落を伴ったためひび割れ量の計測はせず撮影のみを行った。

試
験
体
面 

負 正

レーザー距離計

デジタルカメラ

距離調整スライダ
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容誤差となる接線を有する候補点を選別した（図－4(d)）。

走査対象点と候補点の中間点，第 1 四分点および第 3 四

分点の全てがひび割れ領域内に含まれる候補点を選別

した（図－4(e)）。以上の条件を満たす候補点と走査対象

点を結ぶ線分の内，その距離が最小のものをひび割れ幅

候補とした（図－4(f)）。以上の処理をひび割れ領域の外

郭画素全てに行い，最大の値を示すものが当該ひび割れ

の最大ひび割れ幅とした。ただし，ひび割れ幅がひび割

れ領域を外挿する矩形の長辺の長さの 1/4 以下となるよ

うに制約条件を定め，ひび割れの始端・終端を結ぶ線分

が最大ひび割れ幅と誤認されないようにした。 

4.4 CAD を用いたひび割れ長さ計測 

 4.3 節で撮影した写真を CAD 上に取込み，試験体の縮

尺と合わせたひび割れ図を作成する（図－5）。前述の通

り取得画像でひび割れ部と判読できる 0.5pixel 以上のひ

び割れについて CAD の長さ計測ツールを用いてひび割

れ長さを計測した。この計測方法はひび割れの読み取り

という点において，目視による計測に近く，作業者の視

覚感覚に基づく計測誤差を生みやすい点に注意が必要

である。 

 

5. 損傷量計測結果 

5.1 荷重変形関係と破壊性状 

図－6に荷重‐変形関係を示す。試験体の破壊性状は，

負側で初めて変形角 1/500rad.を超える損傷量計測回 8 回 

（-1/462rad.）と正側で初めて変形角 1/500rad.を超える損

傷量計測回 10 回（1/273rad.）までのサイクル途中で曲げ

ひび割れが柱脚と柱頭部付近に確認された。その後損傷

量計測回 14 回（-1/128rad.）までのサイクル途中の変形

角-1/246rad.を超えた辺りからせん断補強筋が降伏し，負

側せん断ひび割れが確認された。一方正側は変形角

1/203rad.を越えた辺りでせん断ひび割れが確認された。

またせん断補強筋が降伏するまでは原点指向型の履歴

を示しているが，降伏後はスリップする履歴を示した。

その後は正側の主要なせん断ひび割れの二本目は変形

角 1/77rad.の時に，負側は変形角-1/94rad.の時に入った。 

また，正負どちらの方向も曲げひび割れ発生以降は初

期剛性が低下し，その後は繰り返し載荷の回数が多い正

側の方が剛性の低下が大きかった。正側の最大耐力を示

したのは変形角 1/78rad.であり，その後は大幅に耐力が

低下した。この変形角 1/78rad.後の耐力が大幅に低下し

てからは，柱の下部に圧壊やかぶりコンクリートの剥落

が見られた。 

一方で負側の最大耐力を示したのは変形角-1/134rad.

であり，最大耐力後は変形角-1/73rad.まで徐々に耐力が

低下し，変形角-1/55.5rad.では大幅に耐力が低下した。こ

れはかぶりコンクリートの剥落によって補強筋の拘束

効果がなくなり，抵抗機構が機能しなくなったためと考

えられる。 

5.2 ひび割れ幅計測結果と画像処理手法の適用性 

 本研究では画像処理を用いたひび割れ幅計測にあた

り，画像処理の際の二値化閾値の値は 256 階調(0～255) 

に対して 105 を用いた 4)。 

図－7 に最大ひび割れ幅計測結果を載荷方向別の変形

角経験順にソートした図を示す。ここで，画像処理計測

における最大ひび割れ幅は解析時に複数計測されたひび 

 

  

図－4 画像処理によるひび割れ幅抽出の概要 3) 図－5 試験体損傷状況とひび割れ図

 

図－6 荷重変形関係 
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図－7 最大ひび割れ幅計測結果 

 

割れ幅の中から最大となる値を用いた。図－7 より画像

処理計測結果は目視計測結果とほぼ同じ値を示した。本

試験体では負側載荷時に初めて明瞭なせん断ひび割れ

が入った。負側載荷の方が正側載荷の同変形角と比べて

最大ひび割れ幅が大きくなった。また負側載荷では同変

形角の処女載荷時と重複載荷（経験最大変形角より小さ

い変形角）時とでほぼ同じ最大ひび割れ幅を示すのに対

し，正側載荷では処女載荷時よりも重複載荷時の方が最

大ひび割れ幅が大きめになった。 

図－8に平均せん断ひび割れ幅 swavと最大せん断ひび割

れ幅 swmaxの比（swav /swmax）の推移を示す。この時，平均

せん断ひび割れ幅 swav は残留ひび割れが観測できる場合

は計測対象とした。また文献 5）で提案されている swav /swmax

と部材角 IDR(rad.)の関係を表す回帰式を式(1)に示した。 

 	/ 0.02 ∙ .  (1)

図－8より swav /swmaxは(1)式で概ね近似されるが，処女載

荷時は近似式を下回ることがある一方で重複載荷時は

全てが上回ることから，重複載荷時の方が式(1)より大き

めの値になる傾向がある。これは(1)式が通常の漸増載荷

実験で得られた結果に基づいて算出されており，本実験

においては処女載荷時のデータに相当するが，重複載荷

時のデータには対応していないため，当然のことながら

近似の精度が低くなる。そこで重複載荷時において近似

精度を低下させている原因を分析すると，以下のような

ことが考えられる。文献 6)に基づき各ひび割れ幅の発生

頻度に関する確率分布として，線材において成り立つと

される対数正規分布を仮定し（以降，ひび割れ分布関数

と呼ぶ），図－9において処女載荷時と重複載荷時のひび

割れ分布関数における平均値 μと標準偏差 σの関係を示

す。これらを比較すると，処女載荷の方が標準偏差 σが

大きく最大ひび割れ幅となるひび割れのみが集中的に

開くのに対して，重複載荷では標準偏差 σが小さく最大

ひび割れ幅となるひび割れ以外のひび割れも均等に開

く傾向がみられ，この差が近似精度に影響したと考えら

れる。ただし，図―8の変形角-1/71rad.において処女載荷
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     図－9 平均せん断ひび割れ幅とばらつき 
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    図－10 負側載荷 2 本目のせん断ひび割れ位置 

   図－11 ひび割れ長さ－変形角関係 
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時においても回帰式よりかなり大きい値となった原因

は，二本目となる主要なせん断ひび割れが載荷途中（-

1/94rad.）に入ったことで（図－10），部材変形量を 2 つ

のひび割れが分散して負担したことが影響したものと

考えられる。 

5.3 ひび割れ長さ計測結果 

 図－11 にひび割れ長さと変形角の関係のグラフを示

す。ひび割れ幅とは異なり，曲げひび割れ長さは変形角

の増大に対して，0.005rad.付近（せん断補強筋降伏前後）

で増加したあとは，ほぼ一定でごく僅かに増加するだけ

である。これは，せん断変形が支配的になるため曲げひ

び割れの進展が表れにくくなったものと考えられる。一

方せん断ひび割れ長さは処女載荷に限ればせん断ひび

割れ発生後の変形角と比例関係になるが，重複載荷時で

はせん断ひび割れ長さが変形角と比例関係とはならず，

せん断ひび割れが閉じきらずに僅かに減少した。 

 

6. 損傷量推定手法 

6.1 推定手法概要 

 本論文では，ひび割れ発生間隔に基づきひび割れ長さ

推定する際に簡単な断面解析結果を踏まえてひび割れ

長さの進展を追えるように開発した簡便法 7)を参考にひ

び割れ長さを推定する。図－12に本推定手法のフローチ

ャートを示す。 

6.2 曲げひび割れ発生間隔 ・曲げひび割れ本数 n 

曲げひび割れ発生区間 は，曲げひび割れの発生が予

想される区間部材断面の引張縁がコンクリート引張強度

に達した時のモーメント よりモーメントの大きな区間

を指し，本試験体の材軸方向のモーメント分布は三角形

分布であることからひび割れ発生区間 は危険断面のモ

ーメントを M（ ）とすると以下のように表せる 8)。 

 1  (2)

ひび割れ本数 n は，危険断面を起点とし式(2)より得ら

れたひび割れ発生区間 にひび割れ間隔 ごとに発生

すると考えると以下の式(3)で表せる。 

 1 (3)

本論文においては，ひび割れ間隔 は森田式 9)によっ

て算出した値（本研究は 128mm）を用いた。図－13に曲

げひび割れ発生区間，ひび割れ本数算出の概念図を示す。 

6.3 曲げひび割れ長さ 

曲げひび割れの長さは断面解析によって得られた部

材断面のモーメントと歪度の関係より引張縁からコン

クリート引張強度時の歪度に達した部分までを曲げひ

び割れ長さとした。断面解析におけるコンクリート構成

則は，圧縮側は修正 Kent&Park 式 10)を用い，引張側は引 

  

張強度までを線形，その後は引張軟化曲線（引張軟化係

数＝1.0）に従うものとした。また，コンクリートの圧縮

強度，引張強度，および鉄筋の降伏強度は，材料試験の

値を用いることとし，鉄筋の構成則については降伏後に

勾配を持たないバイリニアとした。 

6.4 せん断ひび割れ長さ 

せん断ひび割れの進展方向は，材軸とのなす角（cot：

トラス機構の角度，ただし本試験体ではcot=2）を一定

とし，図－14(左)にせん断ひび割れの進展方向の考え方

を示す。せん断ひび割れ部分の長さの推定は，せん断ひ

び割れ間隔 11)に基づき定められたせん断ひび割れ進

展軸上の点（断面せい方向：Xs，材軸方向：Ys）における

モーメントおよびせん断力を算出し，断面のコンクリー

ト引張主歪εを求める。ここで，位置（Xs，Ys）の引張主

歪εをせん断ひび割れ直交方向の引張歪 に置換すると， 

 ∙ cos  (4)

となる。ここに， ：引張主歪とせん断ひび割れ直交軸と

のなす角，ss：せん断ずれ量。式(4)より の絶対値が引張

図－12 断面解析フロー 

図－13 曲げひび割れ発生区間・本数の算出 

    
図－14 せん断ひび割れ進展方向（左）・歪度判定（右） 
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強度時歪度 の絶対値より大きければ点（Xs，Ys）にせ

ん断ひび割れが生じていると判断する。図－14(右)にせ

ん断ひび割れの進展方向における歪度判定を示す。なお，

本簡便法は断面解析を用い，モード 1（開口モード）に

よるひび割れ進展を対象としており，せん断ひび割れ進

展面に対し，直交する引張歪 に基づきひび割れが進展

する一方，せん断ずれ ss に対してはかみ合い作用により

ひび割れ進展を促進しないものと仮定している。 

6.5 損傷量推定結果 

 図－15 にひび割れ長さの推定値と実験値の比較を示

す。曲げひび割れ長さは変形角 1/100rad.前後までは推定

値の方が，超えてからは実験値の方が大きい値となった。

せん断ひび割れ長さも変形角が 1/100rad.までは推定値が，

超えてからは実験値のほうが大きい値となった。ひび割

れ図を見ると，短柱の場合においても曲げひび割れ位置

と曲げひび割れ間隔は推定結果と実験結果で概ね等し

く，せん断ひび割れの位置も実験結果を概ね近似できた。

せん断ひび割れ長さが変形角 1/100rad.を超えてからは推

定値では頭打ちになっているが，実際は細かいせん断ひ

び割れが無数に発生し始めているため，実験結果との隔

たりが見られた。また曲げひび割れにも当てはまること

だが，推定手法のひび割れは直線で評価されるのに対し，

実際のひび割れは単純な直線ではなく複雑な折れ線で

あるため，推定値が実験値を過小評価する結果となった。 

 

7. まとめ 

 非定常変位履歴を受ける鉄筋コンクリート造柱部材

の擬似動的載荷実験を通して，画像処理手法を用いた損

傷量計測を行い，また筆者らが提案する部材変形法を適

用した断面解析を用いてひび割れ長さの進展具合を推

定し，実験値と比較を行った結果，以下の知見を得た。 

1) 画像処理を用いた非接触ひび割れ計測において，危

険部材への接触を要する目視計測結果と近似した。 

2) 最大（せん断）ひび割れ幅は，最初に顕著なひび割

れが生じた載荷方向（本試験体では負側載荷）で大

きめになった。一方，ひび割れ長さは載荷方向に寄

らず変形角の増大に伴い長くなり，本実験では変形

角1/100rad.を超えたあたりからせん断ひび割れ長さ

が全ひび割れ長さの7割以上を占めるようになった。 

3) ひび割れ長さ推定手法と実験結果と比較すると，曲

げひび割れ長さとせん断ひび割れ長さ共に変形角

が小さい領域では推定手法の方が，大きい領域では

実験値の方が大きい値となったが，ひび割れ発生位

置を比較すると概ね一致した。 
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図－15 推定値と実験値の比較（左：曲げひび割れ，中央：せん断ひび割れ，右：計測回 14 回のひび割れ図） 
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