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要旨：新たに開発した引張拘束状態を与えることができる鉄筋を用いて，多段階の引張拘束状態で X 線 CT

法による撮影を行った。軸方向の断面画像からは，主ひび割れが発生・拡大した後に二次ひび割れが拡大し

ていくことや，ひび割れは粗骨材とモルタルの遷移帯を介して進展しやすいことが明らかになった。またひ

び割れを抽出し三次元で観察すると，初期のひび割れから鉄筋の周囲に沿って扇形にひび割れが進展してい

くことや，鉄筋の軸方向のひび割れが拡大していくことが示された。 
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1. はじめに 

 構造物に広く用いられている鉄筋コンクリートの破壊

はコンクリート部のひび割れに起因することが多く，こ

のひび割れが耐久性のみならず付着性状など様々な影響

を及ぼすため，鉄筋コンクリートのひび割れの特徴を理

解することは非常に重要である。しかしコンクリートに

発生するひび割れは，表面に見える比較的幅の広いもの

ばかりではなく，内部にも多数の微細ひび割れが発生し，

これらが構造物の挙動に様々な影響を与える。したがっ

て，微細ひび割れを含めた内部のひび割れの性状を把握

する必要がある。 

 これまでの内部ひび割れを観察する手法として，後藤

による赤インク法がある 1)。これはコンクリートに発生

したひび割れに赤インクを注入するシステムを開発し，

割裂あるいは切断して内部ひび割れを観察するという手

法である。この手法は肉眼でひび割れを観察できるとい

う利点があるが，割裂して観察するため一定面のひび割

れ機構しか確認できず，またひび割れ幅の情報が失われ

るため，応力の増加により成長するひび割れを経時的に

観察することができない。したがって，割裂や切断する

ことなく内部ひび割れを観察するためには，非破壊で内

部構造を可視化することが重要である。 

 材料内部の非破壊検査の一つに X 線 CT 法がある。X

線 CT法は物質の密度や化学組成に依存する X 線吸収係

数を基に，内部状態をありのままに観察することが可能

であり多分野で用いられている。コンクリート分野では，

杉山ら 2)，3)による気泡を対象とした空隙構造の観察，若

木ら 4)による材料構成の推定や，人見ら 5)による放射光

を利用した細孔構造の計測などの報告例がある。また，

近年の X 線 CT装置の性能向上に基づき，著者らは鉄筋

を有する試験体に X 線 CT法を適用し，内部のひび割れ

や鉄筋の分離・抽出を行った 6)。しかし麓の指摘にある

ように 7)，X 線 CT による観察の多くは無拘束状態で行

われるため，実際のひび割れの進展挙動を再現するには，

拘束状態を生み出す必要がある。一般に引張ひび割れを

観察する場合，鉄筋が降伏するまで応力を与えないと除

荷後にひび割れが閉口してしまう。また引張力を導入し

た状態を維持するためには，一般に試験体の外部に反力

をとるための金属フレームが必要となるが，これを X 線

CT 撮影に用いるとフレームの金属の強いアーチファク

トにより正しい像が得られない。そこで本研究では，異

形鉄筋を加工し，引張拘束状態を維持できる新たな鉄筋

を開発しこれを埋設したコンクリート試験体に多段階の

引張拘束状態を加え，異形鉄筋周辺のひび割れの進展挙

動を X 線 CT法により観察した。 

 

2. 引張拘束鉄筋の概要 

 図-1に鉄筋の概要を示す。D13異形棒鋼の内部に直径 

9mm の孔を開け，上端には内径 8mm の六角ナットを溶

接する（以下スリーブ鉄筋と呼ぶ）。孔は貫通せず，鉄筋

に厚さ 10mmの底部を設ける。また，孔の長さより 10mm

長いボルトを用いることとし，スリーブ鉄筋上端のナッ

トとねじが対応している（図－1（a））。そこからボルト

を回転させることによりスリーブ鉄筋に挿入する（図－

1（b））。ボルトが鉄筋の孔の底部に接触した後もさらに

回転させると，スリーブ鉄筋上端のナットと孔の底部が

それぞれボルトのねじとボルトの先によって押され，鉄

筋に引張力が作用する（図－1（c））。このような機構に

より，試験体外部にフレーム等を設けることなく引張力

を作用させることを可能とした。この鉄筋を使用して引
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張拘束状態のまま試験体の撮影を行う。 

 

3. 実験概要 

3.1 試験体概要 

 使用した試験体は，結合材に普通ポルトランドセメン

ト（密度：3.16g/cm3），細骨材に静内川産の川砂（表乾密

度：2.64/cm3），粗骨材に静内川産の川砂利（表乾密度：

2.77g/cm3）を使用した水セメント比 0.55，細骨材率 0.45

の円柱コンクリート試験体（Φ55×200mm）で，スリーブ

鉄筋を試験体の中央に六角ナットが露出するように配置

した。試験体は X 線 CT撮影の際にアーチファクト（偽

像）の発生しにくい円形断面とし，粗骨材の最大寸法は

15mmとした。圧縮強度は 31.2N/mm2であった。図－2に

試験体の概要を示す。 

3.2 ひび割れの導入 

 図-2に示す試験体の上部ナットを固定しながら，六角

ボルトを回転させ引張力を加えた。回転は 30°毎加えて

いき，表面にひび割れが視認できるまで引張力を加えた

ところで一度回転を停止した。ひび割れは試験体の中央

高さ付近に 2本確認でき，それぞれクラックスケールで

表面ひび割れ幅を測定した。またこの状態で X 線 CT撮

影を行った。その後，回転をさらに加えひび割れ幅が大

きくなった状態で，表面ひび割れ幅の測定と撮影を 4回

繰り返した。表－1 にクラックスケールおよび X 線 CT

画像から測定したひび割れ幅を示す。 

3.3  X 線 CT 法 

(1) X 線 CT 装置 

 撮影にはマイクロフォーカスX線CT装置を使用した。

X 線発生装置より X 線が照射され，試験体を透過後に検

出器が透過画像を取得する。試験体を設置したテーブル

が 360°回転することで多角的に撮影され，コンピュータ

による再構成処理により，撮影領域の断面画像が積み重

ねられてデータを取得することができる。 

 装置の仕様は，X 線発生装置については最大管電圧が

225kV，最大管電流が 1000µA，定格出力が 135Wである。

X 線検出器には X 線フラットパネルを使用しており，入

力視野寸法は 8.0×8.0インチ，有効画素が 1000×1000ピ

クセル，検出素子サイズが 200µmとなっている。 

 X 線 CT法の特長としては，一般の X 線透過画像とは

異なり，任意の位置・方向の断面画像を得ることができ

ること，画像の輝度と物質の密度の関係から特定の物質

を抽出できることなどが挙げられる。 

(2) 撮影条件 

 撮影は X 線発生装置の電源条件が管電圧 200kV，管電

流 100µA で行った。解像度は 57µm/pixel および

57µm/slice で，画素寸法は 1024×1024 ピクセル，スライ

ス数は 1824枚であった。 

 

図－1 スリーブ鉄筋とボルトによる引張力導入 

 

 

(a)       (b)     (c) 

 

 

図－2 供試体概要図 
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表－1 各撮影回のひび割れ幅 

撮影回数 上部ひび割れ 下部ひび割れ 

CS CT画像 CS CT画像 

1回目 0.15mm 0.14mm 0.20mm 0.17mm 

2回目 0.45mm 0.46mm 0.65mm 0.63mm 

3回目 0.50mm 0.63mm 1.1mm 1.3mm 

4回目 1.1mm 0.97mm 2.0mm 2.1mm 

5回目 1.2mm 1.3mm 2.1mm 2.1mm 

CS・・・クラックスケール 
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4. 実験結果及び考察 

4.1 取得断面画像および三次元画像 

 図－3 に 1 回目の撮影におけるひび割れ高さの横断面

画像を示す。これによれば試験体内部の鉄筋，粗骨材，

ひび割れの位置がそれぞれ確認できている。これらの画

像を基に画像処理を行った。なお画像処理は汎用画像処

理ソフトウェア ImageJ8)および slice プログラム 9)を用い

た。 

 図－4 (a)に 5回目の実際の試験体表面を，図－4 (b)

に試験体の三次元画像を示す。なお，区別のため三次元

画像は空隙部，ひび割れ部を赤色で示している。これに

よると，生じた 2本のひび割れに対して，三次元画像に

おいても蛇行しているひび割れや軸方向に生じたひび割

れも示せており，表面に生じているひび割れの形状を的

確に表現できている。 

4.2 関心領域 

図－5 に今回の試験体の関心領域を示す。背景の影響

を除去するため直径は 950pixel（54.15mm）とし，下部の

ひび割れが中心となるような鉄筋の軸方向 800 枚を

（45.6mm）を関心領域として決定した。  

4.3 内部ひび割れの観察 

 図－6 に 1，3，5 回目の，鉄筋中心付近の軸方向の断

  

            (a) 実際              (b) 三次元画像 

図－4 試験体表面のひび割れ 

 

 

 

図－5 関心領域 

 

 

図－3 横断面画像（1回目） 
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面画像を示す。1 回目の断面画像によるとひび割れの起

点に着目すると，断面画像右側の鉄筋のフシを起点とし

て発生していることがわかる。3 回目の断面画像による

と，1 回目で生じたひび割れが大きく拡大していると同

時に，同じ側で隣接するフシからひび割れが連結してい

る様子が見てとれる。これは隣接するフシにも応力が集

中し，二次ひび割れが発生したと考えられる。また左側

のフシからもひび割れが発生している。更に 5回目の断

面画像を見ると，主ひび割れ幅はあまり拡大していない

が，二次ひび割れ幅は大きく拡大している。これより，

二次ひび割れの拡大が表面ひび割れ幅の拡大を受けもっ

ているといえる。また鉄筋に沿って空隙が生じている様

子がみてとれる。これは引張力の増大により軸方向のひ

び割れが発生したと考えられる。さらに断面画像の左側

にもひび割れが増大しているとともに，異なるフシを起

点に微小なひび割れが発生しており，ひび割れは粗骨材

の周囲に沿って発生している様子が見てとれる。これに

よると，ひび割れが成長する経路は，水セメント比が 0.55

と大きなことも影響していると考えられるが，モルタル

と粗骨材の間の脆弱な遷移帯を介して進展しやすいと考

えられる。また GOTO らの報告 1)で検出された各々のフ

シから進展する微細なひび割れは検出されなかった。こ

れは骨材や気泡が鉄筋表面へ接触することによる不均一

性に起因して、本研究では弱点部にひび割れが集中した

ことによると推察される。さらに、今回の CT 撮影の解

像度が 57µm/pixelであり微細なひび割れを検出するのに

は不十分であったことも考えられる。 

4.4 鉄筋およびひび割れの抽出 

図－7 に試験体の関心領域の輝度のヒストグラムを示

す。これを基に各構成物の輝度の閾値を決定する。閾値

の決定方法は著者らによる，ピークに対する稜線の延長

線上と輝度(X)軸との交点を閾値とみなす方法を用いた

10)。図より輝度が 37500 周辺で大きなピークが存在し， 

42000 周辺で小さなピークが存在した。大ピークはコン

クリート，小ピークが鉄筋にそれぞれ由来していると判

断した。各ピークに対して稜線を描き，軸上との交点(輝

度 37000， 41000)を閾値として決定し， 0~37000を空隙，

37001~41000 をコンクリート，41001~65535 を鉄筋に該

当する輝度の範囲であると判断した。また今回は粗骨材

とモルタルのピークの違いは明瞭には表れなかった。空

隙と鉄筋の閾値により断面画像を二値化し，三次元化を

行った。図－8 に各撮影回での，抽出した鉄筋とひび割

れの合成画像を示す。なお識別のため鉄筋は黄色，ひび

割れは灰色で示した。また画像は鉄筋が水平方向になる

ように表示している。断面方向の画像を比較すると，ひ

び割れは最初にひび割れが生じた部分から扇形に成長し

ていることがわかる。また側面方向を比較すると鉄筋の

1 

 

3 

 

5 

 

図－6 1,3,5回目の軸方向断面画像 
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図－7 関心領域のヒストグラム 
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リブに沿ってひび割れが成長しているのが見てとれる。

また軸方向ひび割れを確認するため，ひび割れ発生方向

から観察を行った。図－9 にフシの付近を関心領域とし

たひび割れ方向からの三次元画像を示す。これによると，

フシから鉄筋の軸方向に向かってひび割れが成長してい

る様子が見てとれる。また軸方向のひび割れは二次ひび

割れの発生するフシから進展しやすいことが示唆された。 

  

5. まとめ 

 本論文では，新たに開発した引張拘束状態を与えるこ

とができるスリーブ鉄筋を用いて，拘束状態を変化させ

た際にコンクリートに生じるひび割れを X 線 CTで観察

した。以下に得られた知見を示す。 

 引張拘束状態によってコンクリートに生じたひ

び割れはフシの頂部から生じ，立体的には鉄筋

周囲に沿うように扇形に成長していく。 

 横断面 側面方向 

1 

  

3 

  

5 

  

図－8 ひび割れおよび鉄筋の三次元画像 
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 引張力によって粗骨材内部にひび割れが発生す

ることは少なく，粗骨材とモルタルの遷移帯を

介して進展しやすい。 

 引張力を加え続けると二次ひび割れ側に強い応

力が生じ，軸方向のひび割れが進展しやすいこ

とが示唆された。 
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図－9 ひび割れ方向からの三次元画像 

 

軸方向のひび割れ
観察

軸方向のひび割れ
進展

 

- 312 -


