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要旨：ひび割れが進展するコンクリートのような不連続体の解析手法の検証においては，面的なひずみ分布

が計測できることが望ましく，近年開発されている非接触で面的に計測が可能な画像計測手法を活用するこ

とが検討されている。本研究では，ステレオカメラによる視差補正のない市販のデジタルカメラを用いた汎

用的な装置を用いて構造部材に面的に生じるひずみ分布を，デジタル画像相関法を用いて計測し，従来から

行われているひずみゲージによる計測との比較検討を行うとともに，不連続面となるひび割れ進展部位とひ

ずみ計測結果との関係について検討する。  

キーワード：画像相関法，ひび割れ，損傷量計測 

 

1. はじめに 

建築物に要求される耐震性能として被災後の「使用性」

や「修復性能」の評価が重視されるようになり，高度な

損傷量の評価手法に関する研究が進められている。なか

でも，コンクリートに生じるひび割れを評価する解析手

法の高度化は目覚ましく，RBSM1)や X-FEM2)などの不連

続体解析手法によるひび割れ進展解析が提案されるよ

うになっている。一方で，不連続体の解析手法の妥当性

について実験的に検証する際，従来のひずみゲージを用

いたひずみ計測では面的に生じているひずみを評価で

きない 3)。連続体（弾性体）においては，局所的なひず

み計測結果を補間することで面的なひずみ分布を推定

することが可能であるが，ひび割れが進展するコンクリ

ートのような不連続体に対しては，補間することはでき

ない。実際に図－1 はひずみゲージを貼りつけた計測点

間にひび割れが発生した試験体のひずみ計測結果を図

化したものであるが，ひび割れ発生区間（部材断面では

中立軸より引張側に位置している）にも関わらず，計測

点から少し離れてひび割れかが発生しただけで，内部鉄

筋と付着力を介した応力分布により，表面のコンクリー

トで圧縮ひずみが計測された。修復性能評価などの構造

物の性能設計に向けて，ひび割れ進展を簡便に解析する

手法の開発・普及が重要であるが，解析的手法を実験的

に検証するためには，面的なひずみ分布を計測できるこ

とが望ましく，近年開発されている非接触で面的に計測

が可能な画像計測手法の活用が検討されている。 

本論文では，構造部材に面的に生じるひずみ分布をデ

ジタル画像相関法 4)（Digital Image Correlation：以下 DIC

と呼ぶ）を用いて計測し，従来から行われているひずみ

ゲージによる計測と比較検討を行うとともに，画像相関

法によるひずみ計測結果を用いて不連続面となるひび

割れ進展部位とひずみ計測結果との関係について検討

する。具体的には，はじめに弾性域でひずみの補間が可

能な鉄骨造部材を用いて DIC とひずみゲージとの計測

値を比較検証する実験結果を，つぎに RC 造部材のひび

割れ進展過程のコンクリート表面のひずみ計測をDICに

より行った実験結果を報告する。 

 

 

図－1 ひび割れ発生状況とひずみゲージによる 

ひずみ計測値の関係 3) 

（ひび割れ近傍で圧縮ひずみとなる例） 

 

2. デジタル画像相関法の概要 4) 

DIC は光学的全視野計測法のひとつである。計測対象

物表面の模様のランダム性を基にして，変形前後の計測

対象物表面をデジタルカメラで計測したデジタル画像を

画像処理することにより，計測範囲中のある点の変位の

大きさと方向を求めることができる。解析原理は，デジ

タル画像が多階調で表現される画像であることを利用し

たものである。まず，変形前の画像において，任意の点

（1画素）を中心とした N×N 画素の任意領域（サブセッ

ト）を指定する。計測対象物に変位を与えると，変形後の

画像でのサブセットの位置は変化する。変形後のサブセ

*1 東北大学 工学部建築・社会環境工学科 （学生会員） 

*2 東北大学大学院 工学研究科 准教授 博(工) （正会員） 

 コンクリート工学年次論文集，Vol.39，No.2，2017

- 745 -



 

ットを対象に，変形前のサブセットの輝度値分布と高い

相関性を示すサブセットを数値解析で探索する。このサ

ブセットの中心点の移動より変位方向，変位量を算出す

る。この処理を全ての小領域で繰り返す事によって全視

野の変位データが得ることができる（図－2）。 

ひずみ分布は，以上の方法により得た全視野の変位デ

ータに基づき，変形前後での任意の二点間の長さ変化を

求めて当該区間のひずみに換算することで求められる。 

 

  

変形前 変形後 

図－2 サブセットの位置の変化の簡略化図 

 

図－3 鉄骨造梁試験体（試験区間見上図と立面図） 

 

3. 鉄骨造梁部材を用いた検証実験 

3.1 試験体概要 

 試験体は中層鉄骨造建築物の実大部分架構を模した

もので，試験体の見上げを含む概要図を図－3 に，載荷

点位置での梁断面を図－4に示す。 

 

図－4 載荷点位置断面図 

 

図－5 試験体を振動台に設置している様子 

 

 試験体諸元は，柱は BCR295材で□－400×400×16 の角

型鋼管を用いた。梁は SM490A 材で H－500×200×10×16

の H型鋼を用いた。接合部は梁ウェブ部分において PL-

9 (SM490A)のシアープレートを介してボルト 6つで接合

し，梁フランジ部分を柱に溶接している。 

3.2 載荷方法および加力計画 

 試験体を振動台に設置し，振動台の外に固定したピン

治具が梁の先端部をつかむことで，振動台が動くと梁先

端部分が変形する載荷方法とした。図－5 に試験体を振

動台に設置している様子を示す。 

また，損傷の進展をつぶさに観察するため，本論文で

対象としている加振は，きわめて低速の静的載荷実験を

想定し，3つの加振波（sin波，振動台連続稼働時間の都

合上，周期 100sとした）を振動台に入力した。使用した

DIC計測領域 

載荷方向 

   

加振 A 加振 B 加振 C 

図－6 S造入力加振波（sin波，周期 100s） 
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加振波（加振 A ，加振 B ，加振 C）を図－6に示す。な

お，加振 Cでは試験体が破壊するまで加振を継続するも

のとし，実際に予定していた全サイクルを加振する前に

梁端部が破断したため加振を終えている。 

3.3 撮影方法および計画 

 梁端を下から撮影するようにデジタルスチルカメラ

（解像度 2040万画素）を設置し，各加振の変位ピーク時

に梁端の梁ウェブ部分を撮影した。なお，撮影区間にあ

たる梁ウェブ下側には，DIC での処理のため，つや消し

スプレーをもちいて斑模様の吹き付け跡をつけており，

また試験体の周囲には照明を設置し自然光で撮影区間

の照度が変化してしまうことを抑制した。 

梁端のウェブ上側にはひずみゲージ（FLA‐5‐11）を 3

か所設置した。DIC によるひずみ計測結果は（比較検証

のため）ひずみゲージ貼り付け位置のちょうど裏面とな

る部分を計測対象とした。ひずみゲージの位置を図－7

に，撮影の様子を図－8にそれぞれ示す。 

 

 

図－7 梁端を上から見た図 

 

 

図－8 撮影の様子を横から見た概略図 

 

3.4 実験結果および考察 

DIC により得られた、ひずみゲージ貼付方向のひずみ

分布を図－9 に示す。図－9 のように面的に得られたひ

ずみ分布データから，ひずみゲージを設置した箇所のひ

ずみを読み取るべく，貼り付けたひずみゲージの外周部

10 点（片側 5 点，1mm 間隔）のデータを DIC から読み

取り，その平均を比較対象データとして使用した（図－

10参照）。 

本研究で用いた視差補正のない単眼デジタルカメラ

による簡便な撮影システムでは，事前の検討により DIC

の値がひずみゲージで計測される値よりも若干大きめ

の値になる場合があることが分かっていたため，弾性体

である S造架構においてはひずみゲージから得られるデ

ータを正解値とみなし，DIC で得られる値がひずみゲー

ジの値とほぼ同値になるようにキャリブレーションす

る。歪ゲージ計測結果，全てのひずみ計測箇所の平均か

らDIC計測結果をキャリブレーションした結果，および，

中立軸位置にあたる Ch.32 のひずみ計測結果における誤

差に基づき DIC 計測結果を再補正した結果をそれぞれ

図－11に示す。図－11の横軸は加振 Aと加振 Bをつな

いだ時間軸となっており，ひずみの計測結果の時間変化

を示している。加振 Cについては，接合部が大きく塑性

変形し，酸化被膜が剥げ落ちてきた際に，DIC 用に塗布

していた斑模様も酸化被膜とともに剥がれ落ちてしま

ったため，DIC でのサブセットの追跡ができず，ここに

はその結果を示していない。 

中立軸位置にあたる Ch.32 のひずみ計測結果における

DIC 測定誤差は，視差補正のない簡易なデジタルカメラ

を用いた計測で補正できないカメラ手前／奥行方向の

変形に基づき算出されたものであると考えられ，この誤

差分を Ch.31 および Ch.33 のひずみ過不足分として再補

正した結果，ひずみゲージ計測結果と DIC計測結果がほ

ぼ一致していた。 

 

 

図－9 DIC によるひずみ分布図 

（梁端を下から撮影している） 

 

図－10 ひずみゲージ付近のデータ計測 

加力方向 
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Ch.31 

 

Ch.32 

 

Ch.33 

図－11 DIC とひずみゲージの比較 

 

4. RC 造部材を用いた本実験 

4.1 試験体概要 

S 造架構を用いて行った検証実験と同様な実験方法で，

RC 造架構を用いたひび割れ近傍のひずみ計測実験を行

った。試験体は，柱が 400×400mm，梁が 200×540mmで

ある。試験体概要を図－12に，試験体諸元を表－1に示

す。 

 

図－12 RC 造梁試験体配筋図（見上図と断面図） 

表－1 試験体諸元 

梁[mm] 

B×D 200×540 

主筋 3-D16(SD390) 

あばら筋 D6(SD295)＠100 

柱[mm] 

D 400×400 

主筋 12-D16(SD390) 

帯筋 D10(SD295)＠100 

コンクリート

[MPa] 

σB  20.25 

Ec 21420.81 

σT 2.57 
 

 

4.2 載荷方法および加力計画 

 載荷方法は S造試験体検証実験と同様で，試験体を振

動台に設置し，振動台の外に固定したピン治具が梁の先

端部をつかむことで，振動台が動くと梁先端部分が変形

する載荷方法とした。 

また，損傷の進展をつぶさに観察するため，RC造試験

体の加振も，きわめて低速の静的載荷実験を想定し，3つ

の加振波（sin波，周期 100s）を振動台に入力している。

使用した加振波（加振 A ，加振 B ，加振 C）を図－13

に示す。ただし，S造試験体と比べて試験体耐力が低く，
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図－13 RC 造入力加振波（sin波，周期 100s） 
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振動台に取り付けた固定治具および柱部材の加力に伴 

う変形が極めて小さいため，振動台全体の変形が全て梁

部材変形分になると考え，荷重の大きくなる加振 Bおよ

び Cの振幅は S造試験体よりも小さめに設定した。 

4.3 撮影方法および計画 

 デジタルスチルカメラの位置は S造実験と同じ位置で

固定とし，S 造実験と同じ梁端部分を撮影範囲とした。

各加振の変位ピーク時に梁端の梁ウェブ部分を撮影し，

S 造実験と同様に撮影区間にはつや消しスプレーを用い

て斑模様の吹き付け跡をつけており，試験体の周囲には

照明を設置した。 

 

4.4 実験結果および考察 

 本研究では DIC を用いた面的なひずみ計測結果から，

加振前ではどこに生じるか検討がつけられないひび割

れ発生位置付近のひずみを加振後に抽出することを目

的としている。ひび割れ発生時の画像においてひび割れ

先端にひずみゲージが設置されていると仮定し，S 造実

験で採用したひずみゲージ計測値との比較検討方法（仮

想ひずみゲージの近傍 10 か所の DIC ひずみ計測値の平

均をひずみデータとする方法）を本計測においても採用

した（図－14参照）。ひずみの方向は主応力方向であり，

また，使用した DICシステムによってひび割れの開口に

よる変位はひずみ計測において差し引かれている。 

各加振最終ピーク時の DIC によるひび割れ図および

ひずみ分布図を図－15に示す。DICを用いることで発生

位置の予測できないひび割れ先端近傍のひずみの値を

実験後に計測することができた。加振 Aと加振 Bのひず

み分布図を比較すると、ひび割れの進展とともに，その

近傍のひずみが大きくなっていることが分かった。なお，

ひずみ分布図中のカラープロットは，図－14で示すひび

割れ近傍のひずみ計測点であり赤色になるほど引張ひ

ずみが大きくなっていることを示す。 

 

図－14 ひずみ計測方法 

 

 

 

 

加振 A ひび割れ図  加振 B ひび割れ図 

 

 

 

加振 A ひずみ分布図  加振 B ひずみ分布図 

図－15 ひび割れ図およびひずみ分布図の変化 

 加力方向  加力方向 
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ひび割れ近傍のひずみとひび割れ幅の関係をまとめ

たグラフを図－16に示す。ひび割れ近傍のひび割れ幅は，

各変位ピーク時の各ひずみ計測点において，ひび割れ方

向に対して直交方向に生じたひび割れ幅と撮影した画

像から計測した結果を用いた。分析の結果，ひび割れが

進行する角度によって変化の様子が異なることが分か

った。具体的に材軸とのなす角が 70°以下の斜めひび割

れは（図中の青プロット），そうでないひび割れ（図中の

緑プロット）と比べて，グラフの傾きが急であり，ひび

割れ幅の進展に伴いひずみが増大しやすい状態である

ことが分かった。また，各ひび割れにおいて，ひび割れ

が可視可能となった点を赤バツ印でプロットした。式(1)

および表－1 より本試験体におけるコンクリートの引張

強度時ひずみは約 120µ であり，理論上はひび割れが生

じることとなるが，本実験に固有の数値になるが，実験

結果では可視ひび割れはおよそ 200µ 以上で生じている

ことが確認された。よって，およそ 120µから 200µまで

はマイクロクラックが進展するプロセスゾーンになる。

また，可視不可ひずみ（図中のグレープロット）が 550µ

程度であり，550μ以上になると完全なひび割れとして明

瞭に認知できるということであるから，200µ から 550µ

程度まではひび割れの架橋ゾーンになること分かった。 

𝜀𝑐𝑟 = (
𝜎𝑡

𝐸𝑐
)      (1)  

ここで，cr：コンクリート引張強度時ひずみ，σt：コ

ンクリート引張強度（割裂引張試験結果による），Ec：

コンクリートヤング係数である。 

5. まとめ 

DIC によるひずみ計測とひずみゲージによるひずみ計

測との比較検証実験，および DICによる RC部材ひび割

れ近傍のひずみ計測実験結果を以下にまとめる。 

1) 視差を補正できない市販の単眼デジタルカメラを

用いた DIC ではひずみが大きめに計測される場合

があるが，S造実験を通した DICのキャリブレーシ

ョンに基づき，RC造実験のひずみ計測を実施した。 

2) DICを用いることでひずみ分布を面的・視覚的に得

ることができるため，発生位置の予測が難しいひび

割れについて，ひび割れ近傍のひずみの値を実験後

に計測することが可能である。 

3) 材軸とのなす角が 70°以下の斜めひび割れは，そう

でないひび割れと比べて，ひずみの大きさに対して

ひび割れが開きやすい傾向が見られる。 

4) およそ 120µから 200µまではひび割れ進展におけ 

るプロセスゾーンにあたり，200µ から 550µ程度ま

では架橋ゾーン，550µ以上になると完全にひび割れ

として明瞭に認知できる。 

 

 

図－16 ひずみとひび割れ幅の関係 

 

謝辞 

本研究は，岡崎太一郎教授（北海道大学），長江拓也准教授（名

古屋大学），松宮智央准教授（近畿大学），梶原浩一氏（防災科

学技術研究所，兵庫耐震工学研究センター・センター長）の協

力のもと実施したものである。また，本研究の一部は，科学研

究費補助金（基盤研究 C 15K06283）の助成を受けたものである。

ここに記して謝意を表する。 

 

参考文献 

1) Nagai, K., Sato, Y., Ueda, T. (2004): Mesoscopic 

simulation of failure of mortar and concrete by 2D RBSM, 

Journal of Advanced Concrete Technology, Vol.2, No.3, 

pp.359-374. 

2) Belytschko T., Black T. (1999): Elastic crack growth in 

finite elements with minimal remeshing, International 

Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 45, 

Issue 5, pp.601-620. 

3) 伊藤洋一：鉄筋コンクリート梁部材のひび割れ長さ

評価手法に関する研究，東京大学修士論文，2012.3 

4) M. A. Sutton, W. J. Wolaters, W. H. Peters, W. F. Ranson 

and S. R. McNeill (1983): Determination of 

Displacements using an Improved Digital Image 

Correlation Method, Computer Vision, pp.133-139. 

5) 出水享ら：デジタル画像相関法のひずみ計測向上に

関する基礎的研究，土木学会論文集 A2，Vol.68，

No.2，pp.I_683-I_690，2012 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 0.1 0.2 0.3 0.4

ひ
ず
み

[μ
]

ひび割れ幅[mm]

可視不可

材軸とのなす角70°以下

材軸とのなす角70°以上

ひび割れ開始点

一部でひび割れ可視可能

コンクリート引張強度時ひずみ
120

完全にひび割れが

可視可能

 

- 750 -


