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近年，加速度センサなどのセンサ技術を利用して，地震や常時微動の応答波形から建物の構造性能を診断する構造ヘルス
モニタリング（SHM：Structure Health Monitoring）への取組みが盛んになってきている。富士電機では MEMS（Micro
Electro Mechanical Systems）を応用した感振センサと，これを用いた一時診断モニタリングシステムを製品化した。サー
ボ式加速度計の代わりに MEMS 応用感振センサを用いることで，低価格なシステムの構築が可能である。現在，SHM シ

まえがき

およびその要素技術について述べる。

わが国では，高度成長期に急速に増加した橋梁（きょう

構造ヘルスモニタリングシステム

りょう）やトンネル，高速道路に代表される社会インフラ
の多くが建設後 40〜50 年を経過し，老朽化が目立ってき

2.1

概要

SHM システムとは，利用者に安全・安心のための情報

ている。また，わが国は地震が多く，建物には耐震性が要
求される。これら社会インフラや建物の性能の維持，長寿

を提供するために，構造物に加速度センサなどを設置して，

命化には適切なタイミングで点検とメンテナンスを行う必

地震や常時微動の応答波形から構造の健全性を評価するシ

要がある。さらに，災害発生時には建物の健全性を瞬時に

ステムである。このシステムは， データ取得，地震発生

判断する一次診断を行い，避難の必要性の有無を利用者に

時一次診断，解析（状態の推定）
，診断，診断結果の提供，

知らせることが求められる。

。
SHM 情報の蓄積管理の機能から構成される（図 1）

⑴

従来，構造物の点検は，基本的に技術者による目視点検

富士電機は，慶應義塾大学を中心とする構造ヘルスモニ

が主体であり，構造物の種類や数が多いので，全ての作業

タリングコンソーシアム に参加し，SHM システムを開発

〈注 1〉

を人力で行うにはコスト面で困難であった。近年では，早

してきた。開発の範囲は，データ取得から一次診断までを

期に異常を発見し，処置を行って，建物の長寿命化を図る

行うシステム，解析（状態の推定）
， および SHM 情報の

予防保全の実施が求められている。

蓄積・管理を行うシステムである。

このような中，加速度センサなどのセンサ技術を利用し

富士電機の SHM システムの特徴を次に示す。

て，地震や常時微動（ 人が感じることのない 常時発生し
ている微細な揺れ） に対する 応答波形から構造性能を診
断する構造ヘルスモニタリング（SHM：Structure Health

データ取得

Monitoring） の適用が始まってきている。SHM は，こ れ
までは大学や研究機関を中心に研究・開発が行われてき

SHM情報の蓄積・管理

地震発生時一次診断

診断結果の提供

解析（状態の推定）

た。社会資本ストックの増加，大震災やインフラ事故を背
景に，MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）を応
用した低価格な加速度センサや診断技術の進歩に伴い，今
後は，SHM の技術を適用し，構造物の健全性を評価する
診

SHM システムが急速に発展していくと予測されている。

断

富士電機は，加速度を計測する MEMS 応用感振センサ
と，これを用いた 一次診断モニタリング システムを 2012

図

SHM システムの機能構成

年に製品化するとともに，さらなる SHM システムの研
究・開発を進めている。本稿では，建物の SHM システム

〈注 1〉URL: http://www.mita.sd.keio.ac.jp/consortium/index.html
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Recently, studies have come to be increasingly energetically conducted on structure health monitoring (SHM), which involves diagnosis
of the structure performance of buildings based on response waveforms to earthquakes and microtremors. Fuji Electric has commercialized
a vibration sensor that applies micro-electro-mechanical systems (MEMS) and a primary diagnosis monitoring system that makes use of the
sensor. Use of the MEMS-applied vibration sensor instead of a servo acceleration meter allows building of low-cost systems. At present, for
the purpose of practical application of the SHM system, Fuji Electric is conducting research and development for estimating an index (feature
quantity) that represents the soundness of buildings.
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ステムの実用化に向け，建物の健全性を表す指標（特徴量）を推定するための解析技術の研究開発を行っている。

MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルスモニタリングシステム

⒜

低価格センサにより多点計測が可能である。

⒝

地震発生後，即座に建物の健全性の診断結果を提供

ユーザ建物 n
ユーザ建物 2

することが可能である。
⒞
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ることが可能である。

⑴

一次診断モニタリングシステム
戸田建設 株式会社 と共同で一次診断モニタリングシス

テムを開発し，商品化した。図

各建物の
SHM システム

ルータ

感振センサ PoE HUB

に，一次診断モニタリン

グシステム の 構成例を示す。このシステムは，感振セン

インターネット

サ，感振記録器，インフォメーションモニタおよびこれら
を接続する LAN から構成される。SHM における解析には，

ローカル震度・地震
情報
安全情報（一次診断）
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詳細診断結果
診断履歴情報

時刻が同期したデータが必要である。センサ間で高精度な
時刻同期を行うため，感振記録器は，感振センサに高精度

特集

な時刻を配信するとともに，簡易診断サーバとして，感振
センサで計測される加速度データを収集し，リアルタイム
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に建物震度，変位の計算を行う。これらの計算結果を基に，
安全・安心のための建物震度，推定される建物健全性に関
する情報をインフォメーションモニタに表示する。
⑵

図

クラウド型 SHM システムの構成例

富士電機の SHM システム
慶應義塾大学が開発した SHM システムを基に，感振セ

ンサや感振記録器を用い て，さらに 適用範囲を拡大する
ことが可能な SHM システムを開発中である。このシステ
ムは， 感振センサからの加速度（デジタルデータ） 以外
に，傾斜，風向風速，温度などのアナログデータを，時刻
に同期させて収集することにより，構造物の多方面からの
診断・評価が可能である。これらのデータは，感振記録器
に収集し，ローカルに設置される SHM サーバで高度な診
断・評価が可能 である。また，図

に示すように，SHM

サーバをデータセンターなどに設置したクラウド型のサー
ビスにすることで，より安価に多くの利用者に安全・安心
のための情報や効果的なメンテナンス情報を提供すること
ができる。
＊戸田建設株式会社と共同開発

図

インフォメーションモニタの画面例

診断対象の建築物
感振センサ

インフォメーションモニタ

2.2

⑴

機能・サービス

一次診断サービス

建物内で計測したデータを用いて診断を行い，地震発生
エレ
ベータ

直後にインフォメーションモニタや放送などにより，建物
の健全性を判断するための建物診断情報を提供する。図
に，インフォメーションモニタの画面例を示す。
解析（状態の推定）
・蓄積管理サービス

⑵

計測されたデータからのノイズ除去，メタ情報の付加を
行い，対象構造物の健全性を表す指標（特徴量）を推定す
る。また， 構造物の維持・管理のために，計測値， 解析
（状態の推定）結果，診断結果などを適切に管理し，利用
者に可視化して提供する。
PoE HUB

感振記録器
UPS
（簡易診断サーバ）

2.3
図

一次診断モニタリングシステムの構成例
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適用例

コンソーシアムの取組みとして，これまでに都内のマン

MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルスモニタリングシステム

ションに SHM システムを設置し，試験運用を行ってきた。

であることが検証できた。

建物内に 3 台の感振センサ と，感振センサで計測した
データを一時記録する感振記録器を設置し，常時微動 や

構造ヘルスモニタリングシステムの要素技術

地震時に計測したデータを慶應義塾大学に設置している
SHM サーバにインターネットで送信している。このデー

3.1

タ と 解析結果は，Web 画面 で 提供される。 加速度データ
の表示例を図
図

感振センサ

に，仕様を表 1 に示す。感振セ

感振センサの外観を図

に，パワースペクトル解析結果の表示例を

ンサには，SHM システムに必要な常時微動計測ができる

試験運用を行ったマンションには，高価格な従来のサー

持つ静電容量式の MEMS 3 軸加速度センサおよび周辺回

に示す。

ボ式加速度計を用いた SHM システムを同時に設置してい

ように，独自に開発した低周波数・低加速度領域の感度を
路を搭載している。
感振センサの接続例を図

る。試験運用の結果，感振センサのデータは，サーボ式加
速度計のデータと同等であることを確認した。これにより，

に示す。感振センサは，PoE

〈注 2〉

HuB を介して PC に接続され，最大 24 台が接続可能であ

低価格な感振センサを用いた SHM システムの構築が可能

特集

9
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単位：mm

図

図

感振センサ

表

感振センサの仕様

加速度データの表示例

項

目

仕

検出方向（軸数）

±2,000 Gal＊

測定範囲
分解能

X, Y軸：0.02 Gal，Z軸：0.07 Gal

周波数範囲

0.1〜50 Hz

サンプリング周波数

200 Hz（100 Hzにも設定可）

時刻同期
電

様

3成分（X, Y, Z 3軸）

1 ms以内

源

PoE供給：48 V，4 W

＊：Galは加速度の単位で1 Gal = 0.01 m/s²

PC

最大 24 台
接続可能

GPS
アンテナ
PoE HUB

NTPサーバ

図

感振センサ

感振センサの接続例

〈注 2〉PoE HUB：Ethernet の通信ケーブルを利用して電力供給可

図

パワースペクトル解析結果の表示例

能なハブ
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MEMS 3 軸加速度センサ
9
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る。感振センサからは X，Y，Z 軸の加速度データが時刻
設備アンカーなどの
損傷可能性ライン

には時刻 が 同期したデータが必要であるため，NTP プロ
トコルなどを用いて，感振センサ 間の同期誤差を±1 ms

21

21

16

16

数

以内としている。感振センサは，あらかじめ IP アドレス

建築構造躯体の
損傷可能性ライン

数

データとともに送信される。SHM システムにおける解析

で起動して通信を開始するので，設置時にはその他の設定

11

階

階

を設定しておけば，LAN ケーブルを接続するだけで自動

11

6

6

作業は不要である。
1
0

3.2

解析技術

200

400

1
600（Gal） 1/1000

（a）最大加速度分布

1/100（rad）

（b）最大層間変形角分布

SHM システムにおいて，対象構造物の健全性を診断・
評価するために診断の目的に応じた指標を推定する必要が

図

一次診断における最大加速度と最大層間変形角の推定例

ある。一次診断および解析（状態の推定）において，セン
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サ計測値から診断指標の値を推定するため，さまざまな解

から優先して被害調査を行うなどの意思決定に有用な情報

に，SHM システムで用いられ

となる。なお，これらのしきい値については，対象建物ご

析技術が必要となる。表
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る診断指標の例と計測に用いる代表的なセンサを示す。

とに構造設計情報などを考慮して設定する。

⑴

⑵

一次診断を実現する解析技術
一次診断では，地震発生直後に建物の健全性を評価する

状態の推定のための解析技術
計測した加速度データを用いて，固有振動数，モードな
⑵,⑶,⑷

ため，健全性指標として全ての階の最大加速度および最大

どの振動特性を求め，その変化から建物の状態を推定する。

層間変形角を推定する。ここで，最大層間変形角は加速度

建物の状態を推定するためには，測定対象に最も適合した

データを 2 回積分することによって求める。このとき，積

物理モデルまたは数学モデルを構築する。一般に，入出力

分処理を安定させるため，さまざまなデータの前処理と周

データから対象システム（この場合，対象建物）を表現す

波数領域での積分処理を行う。また，対象建物のモード

るモデルの次数やパラメータなどを正しく決めることをシ

（固有振動数で振動するときの振幅形状）情報を用いてセ

ステム同定と い う。SHM システムでは，例えば 1 階の加

⑸

ンサ非設置階の加速度応答を推定することにより，全階の

速度を入力とし，上層階の加速度を出力としてシステム同

に推定結果の例を示す。この

定を行い，モデル構造の決定およびモデルのパラメータを

ような解析を行うことにより，全階に感振センサを設置す

推定する。次に，これらの推定結果から対象建物の振動特

ることなく数台の感振センサだけで診断が可能になる。

性を推定する。

健全性指標を推定する。図

健全性指標である最大加速度がしきい値を超えると，什
器（じゅうき）や備品などが動くことによる室内の被害，

診断においては，例えば推定した固有振動数の変化（低
下）により建物の健全性を評価することができる。

および設備配管類やアンカーなどに被害の可能性が考えら

なお，前述したシステム同定では，設定するモデル次数

れる。また，最大層間変形角がしきい値を超えると，構造

や同定に用いるデータの質により同定精度が変動する。そ

躯体（くたい）の健全性が損なわれる可能性が考えられる。

こで，モデル次数や同定に用いるデータ処理パラメータな

これらの情報は，最大加速度や最大層間変形角の大きい階

どを決定変数とし，同定精度を評価関数とした最適化アル
ゴリズムを適用することにより，これらのパラメータを自

⑴

表

SHM システムで用いられる診断指標と代表的センサ

診断対象

診断指標の例

計測に用いる代表的なセンサ

全体レベル

１次モード振動数の低下

全体で1 〜数個の加速度センサ

各次モード振動数の低下

複数の層に加速度センサ

モード形状の局部的な
傾斜の増大

複数の層に加速度センサ

層剛性の低下

複数の層に加速度センサ
（各層の質量，層間変位計）

最大層間変形角の
しきい値超過

複数の層に加速度センサ
（各層の質量，層間変位計）

挟み込みの振動数

３個の加速度センサ

層＊レベル

前述した最適化アルゴリズムと組み合わせることで，より
実用的な状態推定を可能としている。

あとがき
本稿では，MEMS 応用感振センサを用いた構造ヘルス
モニタリングシステムについて述べた。
富士電機は，地震発生直後に健全性を診断し，その後の
意思決定に活用できる情報を提供する一次診断モニタリン

複数の層に加速度センサ

その他

複数の層に加速度センサ

ねじれモード

対象層に２個以上の
加速度センサ

門家が診断するために必要な解析結果などの情報を適切に

AEセンサ，ひずみゲージほか

提供するシステムを構築していく。今後は，システムに蓄

その他

グシステムを商品化してきた。さらに，SHM システムの
実用化に向けた研究開発を行っている。まずは，構造の専

積した実測データに基づく健全性指標を確立し，診断の自

＊層：建物の階層
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調整できるよう対話型のインターフェースとするとともに，

最大変形，累積変形，
累積エネルギー

部材レベル
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動化を目指すとともに，橋梁やトンネルなど社会インフラ
へ適用範囲を広げ，社会の安全・安心に貢献していく所存
である。

研究室. 2012年3月.
足立修一. システム同定の基礎. 東京電機大学出版局, 2009,

⑸

256p.
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三田教授に助言およびご指導をいただいた。また，戸田建
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