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1　まえがき

1995 年の阪神淡路大震災以降，地震に対する防災意識
や建物の安全性に対する関心がさらに高くなり，近年，建
造物の健全性，安全性の診断を行う構造ヘルスモニタリン

グ（SHM：Structural Health Monitoring）の適用事例が

増加傾向にある。これらに主に使用されているサーボ式加
速度センサは，極低周波の加速度に対して高い検出感度が

あり，高分解能で常時微振動計測が可能
⑴，⑵

という優れた特長
を持っている。しかしながら，非常に価格が高いことが普
及を阻害する要因の一つとなっている。一方，より低価格
な MEMS（Micro Electro Mechanical Systems

〈注 1〉

）式加速
度センサデバイスを使用したセンサが開発されている

⑶

もの

の，SHM に必要となる常時微振動計測までには至ってい

ない。富士電機は，MEMS 技術を応用したセンサデバイ

スから 3 軸常時微振動計測が可能な感振センサまでの開発
に取り組んでいる。本稿では，まず SHM を紹介し，次に

MEMS 応用感振センサとその適用について紹介する。

2　構造ヘルスモニタリング

SHM は，近年，大学などで研究・開発が行われている

技術であり，新築・既存の構造物にセンサを設置し，応答
波形から構造性能を診断するものである。比較的発生頻度
の高い無感地震

⑷

や常時微振動（0.1 〜 0.5 Gal
〈注 2〉

程度）による

応答を活用した構造物（共振周波数は 0.1 〜 20 Hz 程度）

の性能診断や，大地震（数百〜 2,000 Gal）や台風など損
傷の発生する可能性のある場合に損傷程度の推定を自動的

に行うことができる。

また，継続的にデータを蓄積することによって，構造物
の経年劣化を把握し，メンテナンスの判断に活用するこ
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図₁　SHM の手順

表₁　想定される SHM サービスの目的
⑸

建物ライフサイクル サービスの目的

設計，施工，販売 実測データに基づく構造特性の確認

建物管理 平常時における建物劣化診断

修繕・補強
大規模修繕・耐震補強の要否及び時期の提示

大規模修繕・耐震補強の効果の提示

災　害
発災直後の迅速な被災状況判定

サイト予測地震動に対する構造影響の予測

売　買
建物性能の経年変化の提示

実測データに基づく資産価値の評価

用途変更等 用途変更に伴う構造影響の事前予測・事後評価

使用中止・建替え 実測データに基づく耐用年数の提示

（出典：国土交通省総合技術開発プロジェクト）
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ともできる。目視による定期点検や超音波探傷検査など

は表面的あるいは部分的な検査であるのに対し，SHM で

は全体的な構造の状況や不具合箇所を推定できる。図₁に

SHM の手順
⑸

を示す。SHM では構造物に設置したセンサに

より，構造物の加速度（または速度や変位など）を測定し，

データを管理サーバに送信する。送信された加速度データ

から構造物の振動モードを解析し，算出した構造物の固
有振動数などを基に診断し，結果を提示する。SHM で得
られる診断結果を用いると，建物のライフサイクルの各
フェーズにおいて表₁に示す種々のサービスが提供できる

⑹

。

このように，SHM では無感地震や常時微振動の加速度
を測定し，構造物全体の揺れを把握する。そのため SHM
に使用する感振センサには，0.01 Gal 以下の高分解能およ

び構造物に設置されたセンサ間で 1 ms 以下の高精度な時
刻同期性能が要求される。

3　MEMS 応用感振センサ

₃.₁　感振センサ

SHM に必要な常時微振動計測ができるように，低周波
数・低加速度領域の感度を持つ MEMS 3 軸加速度センサ

デバイスおよび周辺回路を開発し，感振センサを試作した。

図₂に感振センサの外観を，図₃に MEMS 3 軸加速度セ

ンサデバイスの外観を，図₄にセンサデバイスの断面模式
図をそれぞれ示す。

MEMS 3 軸加速度センサデバイスは静電容量式であり，

図₄に示すように加速度の変化によって発生する可動電極

の変位を，静電容量の変化として検出する。X，Y 軸では

SOI（Silicon On Insulator）基板上に形成した可動電極と

固定電極間で，Z 軸では可動電極とガラス基板上に形成し

た固定電極間で生ずる静電容量の変化を検出する。

図₅に感振センサの構成を，表₂に感振センサの開発目
標仕様を示す。

感振センサは，図₅に示すように 3 軸それぞれに 20 Hz
を越える信号をカットするローパスフィルタ（LPF）と，

24 bitΔΣ型 AD コンバータを採用することにより 0.01 Gal
の高分解能を実現している。時刻同期に対しては感振セン

サ個々の CPU にはクロック誤差があるため，PC から 10
秒ごとに時刻同期パケットを送信し，センサ間の時刻同期
誤差を仕様 1 ms に対し，実力 0.5 ms 以下を達成している。

感振センサは，図₆に示すように PoE HuB を介して
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図₂　感振センサの外観
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図₃　MEMS 3 軸加速度センサデバイスの外観

表₂　感振センサの開発目標仕様

項　目 仕　様

検出方向（軸数） 3成分（X,Y,Z  3軸）

測定範囲
±2,000 Gal *1

周期１秒，震度７相当での加速度は
約600 Gal

分解能 0.01 Gal

周波数 0.1 ～ 20 Hz
（構造物の振動は主に1 ～ 20 Hz）

サンプリング周期 100 Hz

AD変換 24 bit

時刻同期 1 ms以下

電　源 PoE（Power over Ethernet *2）供給
48 V，4 W

＊1 Gal：加速度の単位で1 Gal＝0.01 m/s2

＊2 Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

（ ）
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PC に接続され（最大 24 台を接続可能），Ethernet
〈注 3〉

の

LAN ケーブルを使って給電される。

₃.₂　建物での測定例

SHM への適用に対する知見を得るために，富士電機の

東京事業所地区にある地上 5 階の建物（図₇）の 1 階と 4
階に感振センサを設置し，常時微振動を計測する実証試験
を行っている。なお，感振センサは建物の長辺方向を X
軸に，短辺方向を Y 軸に合わせて設置している。その中で，

東北地方太平洋沖地震も観測された。図₈に，地震発生
時の 1 階および 4 階での加速度波形と，地震発生直前（0
〜 10 s 間を拡大）の常時微振動の加速度波形を示す。ま

た，図₉に地震発生前の 1 階と 4 階とのフーリエスペクト

ル比を，図₁0 に地震発生中比較的振幅が一定である 70 〜

100 s の 1 階と 4 階とのフーリエスペクトル比を示す。図₉

と図₁0 より，長辺方向（X 軸）の固有振動数が地震前
2.21 Hz から地震中 1.95 Hz に，短辺方向（Y 軸）が地震前
1.90 Hz から地震中 1.66 Hz に下がっている。今回の実証試

験から，試作した感振センサで建物の固有振動数の測定が

でき，固有振動数の振幅に対する非線形性
⑺

を確認すること

ができた。

感振センサにより 0.1 〜 410 Gal に及ぶ広範囲の振動や，

建物の振動状態の変化による固有振動数の変化を測定でき

ることが確認できた。地震などによるダメージはもとより，

経年劣化による建物の強度などの特性変化も固有振動数の

変化などにより検出することができ，常時微振動計測を含
めた SHM への通用が可能である。

また，鉄道や道路の橋梁（きょうりょう）の SHM にも

適用することができる。

4　地震計測への適用

1995 年に発生した阪神淡路大震災の後，防災科学技術
研究所により，全国規模の強震観測網の整備が開始された。

この結果構築されたのが，強震ネットワーク（K-NET）

である。これは，強震動研究や地震防災を目的とし，全国
を約 25 km メッシュで覆う約 1,000 か所の強震観測網であ

感振センサ

PC

PoE HuB

最大24台
接続可能

図₆　感振センサの接続例

図₇　感振センサを設置した建物
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る
⑻

。また，阪神淡路大震災を教訓にした都市直下型地震に

対する防災の高度化を実現するためには，比較的発生頻度
の高い無感地震

⑷

や常時微振動を利用し，細かく地盤特性評
価（数十 m 〜数百 m）を行うことで地区ごとの防災基準
を策定する必要性のあることが，東京大学地震研究所によ

り分かってきた。図₁1 に，地盤計測イメージを示す。

細かな地震計測を行うには多数の地震計が必要となる。

富士電機では，地盤特性評価に対して一般的に使用され

ているサーボ式の加速度センサに比べてコスト的に有利
な MEMS 式加速度センサの適用を検討している。無感地
震や常時微振動計測で加速度センサに要求される仕様は

SHM と同様に，0.01 Gal 以下の高分解能およびセンサ間
で 1 ms 以下の高精度な時刻同期性能である。 細かな地盤

特性評価として，富士電機東京事業所地区内の 4 か所（A，

B，C，D 点）に感振センサを設置して，小規模地震加速
度波形を観測した。図₁2 に，観測した加速度波形を示す。

設置間隔が数十 m から数百 m の狭い範囲の 4 点でも振動
の様子が異なっており，揺れ方が違うことが確認できた。

5　今後の展開

SHM や地盤特性評価は低周波数・低加速度領域での用
途であるが，富士電機では，高周波数・高加速度領域の用
途である，既に製品化している回転機振動診断システムへ

の置換え，あるいはハイブリッド自動車や電気自動車の

モータ診断などへの適用も検討している。富士電機にはセ

ンサ開発に必要な MEMS 技術と低ノイズ回路技術があり，

低周波数・低加速度領域から高周波数・高加速度領域への

カスタマイズや開発も可能である。さらに，表₃に示す

SHM および地震計測への適用における主な課題にも対応
していく。

6　あとがき

MEMS 技術を応用した感振センサとその適用について

紹介した。

MEMS 応用感振センサの試作，評価の結果，常時微振
動計測に対する適用が可能である見通しが得られた。今後
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は，性能の改善と構造ヘルスモニタリングへの詳細な性能，

適用性の評価を行い，建物の安全性の確保に貢献する所存
である。

地盤特性評価を行うに当たり，東京大学地震研究所酒井
慎一准教授に助言およびご指導をいただいた。ここに謝意
を表する。
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表₃　SHM および地震計測への適用における主な課題

課　題 対　策

停電時の電源供給 ™バッテリ内蔵
™低消費電力化

ケーブル設置のためコスト高 無線化によるケーブルレス

感振センサの小型化 センサデバイスおよび回路の小型化



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




