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   This paper addresses the research and development of a sensor system which can grasp the progression of damage 

during the period of 5 years during periodic inspection and the rapid change at the time of a disaster by the vibration / 

displacement sensor. 
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1. はじめに 

近年、高度経済成長期の集中投資により一斉に整備され

た社会インフラの老朽化が深刻な問題となっている。 

定期点検(近接目視点検)は５年周期の近接目視点検で行

われることから、平常時での急激な劣化進行や近接目視点

検困難箇所の損傷把握が困難であり、さらに災害時におけ

る迅速な変状把握が困難であるという課題がある。一方、地

震等による被災時には、円滑な救急・救援活動、緊急物資の

輸送、復旧活動に不可欠な緊急輸送道路を確保しなければ

ならない。このためには、道路の異常発生の早期検知、損傷

箇所及び損傷程度の迅速な把握が必要である。これにより

道路利用者への情報提供及び優先順位を付けた応急復旧が

可能となる。 

上記の社会課題に対応するため、道路橋を対象とした、平

常時においては維持管理のため、大地震などの災害時にお

いては防災・減災のために役立てるセンサシステムの研究

開発を目標とする。 

2. センサシステムの開発 

本センサシステムはセンサ端末に接続された振動セン

サ、変位センサ及び温湿度センサの信号を 920MHz 近距離

無線ネットワークを介してゲートウェイに集約後、広域無

線(3G)を使い遠隔サーバに収集する。遠隔サーバには収集

したセンサデータの分析／管理・センサ端末／ゲートウェ

イの状態管理等の機能を実装している。 

 

      図１ センサシステムの構成 

       Fig.1. Configuration of sensor system 

 

〈2･1〉センサ端末 

(１)  センシング・無線機能  圧電セラミック方式の振

動（加速度）センサを取り付け可能なセンサ端末の開発を行

った。振動センサは、アナログ出力で 1Hz～10kHz までの

周波数帯域を持つものを使用し、センサ端末のアナログ増

幅部については 100Hz のローパスフィルタ機能を有したア

ンプ部を実装している。アンプ部から出力された振動デー

タは、MCU 内蔵の 12bitAD コンバータによりデジタル化

される。 

 また I2C インタフェースを有しており、MEMS 温湿度セ

ンサのデータを収集可能である。I2C インタフェースは、半

導体部品の制御に使用される汎用シリアルインタフェース

で、拡張性、汎用性も高いインタフェースである。デジタル

化されたデータは MCU によりメモリ（SRAM）上に蓄積さ

れる。 

(２)  保守性向上機能の実装  920MHz 特定小電力無

線経由でゲートウェイから動作パラメータとファームウェ

アアップデートデータを取得し反映・更新する機能を実装

した。センサ端末はゲートウェイとの間で定期的に行われ

る通信の中でゲートウェイから動作モードを取得し、モー

ドに応じた動作を行う。 

 パラメータ変更モードではゲートウェイから変更対象の
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パラメータと設定値を取得し反映する。ファームウェア更

新モードではゲートウェイからファームウェアのアップデ

ートデータを受信しファームウェア更新を行う。 

(３)  変位センサの開発  インダクタンス検知式の変位

センサを試作した。試作した変位センサの検知可能変位量

は最大±50mm で精度は 0.02mm である。センサにて計測

された変位量はデジタルデータとして I2C デジタル通信に

よりセンサ端末へ送信される。センサは 3 個までのデイジ

ーチェーン接続が可能なため X 軸・Y 軸・Z 軸の 3 方向の

変位データを同時にセンサ端末側の 1 つのチャネルで受信

可能である。 

 センサ端末には試作した変位センサを接続可能な物理コ

ネクタ×１と I2C インタフェースチャネル×1 を増設した。

計測データは振動データと同様に 920MHz 特定小電力無線

を用いてゲートウェイへ送信される。 

 温度変化によるインダクタンス変動が課題であったが、

個体毎に温度特性を計測し、4 次式で近似することで温度依

存性に対しキャリブレーションを行っている。 

 また、後述の自立発電での運用を考慮し低消費電力化を

行った。 

(４)  自立発電の開発  エナジーハーベストについて風

力発電と太陽光発電の比較を行い、道路橋での使用を想定

した安全性の観点から太陽光発電を用いる方針とした。 

 太陽光パネルの他、充放電コントローラと蓄電媒体から

なる構成であり、太陽光パネルで発生した電力は充放電コ

ントローラを介して蓄電媒体に蓄積され、センサ端末へ給

電される。 

 太陽光パネルは耐久性確保の観点より温度や汚れに強く

洋上ブイ等にも用いられる耐環境性に優れた製品を用い、

蓄電媒体については中程度のエネルギー密度を持ちながら

充放電回数 10 万回以上と寿命が非常に長い LIC（リチウム

イオンキャパシタ）を用いた。 

(５)  筐体の開発  無線通信と自立発電を考慮した設置

性等の実運用観点から、センサ及び自立発電部はセンサ端

末本体と分離型とした。 

 小型化のため一次電池を廃止し自立発電装置から直接給

電される構成とし基板レイアウトの工夫、実装の高密度化

等により高さ 2.6cm×幅 10cm×奥行 4.8cm の筐体サイズ

に小型化した。 

 筐体を耐食性アルミニウム合金ダイキャストとし塗装を

施したほか、筐体内部へのパッキン設置や電源等のコネク

タ類への防水対策により IP54 の防塵・防滴設計とした。 

 また、10 年以上の使用を考慮し、MTBF の長い部品を使

用する設計とした。 

 

      図２ センサ端末外観 

  Fig.2. Appearance of sensor terminal 

〈2･2〉 無線ネットワーク 

(１)  地震検知及び検知後の動作  センサ端末は低消費

電力化のため、通常、データ測定時以外はスリープ状態とな

っている。センサ端末に地震検知用センサを実装すること

で地震を自ら検知し、地震発生時にセンサデータ計測を開

始する機能を実装した。本機能により地震発生時にセンサ

データを取得することで地震による変状把握と余震等の状

況下における連続的な状況把握に有効なセンサデータの取

得を可能とした。 

(２)  データ圧縮機能  無線通信時はセンサ端末の消費

電力が増加することから通信データ量を削減するため、セ

ンサデータを 1/4 に圧縮する機能を実装した。 

〈2･3〉遠隔サーバアプリケーション  分析手法の変更に

対して柔軟な対応が可能となるようにデータの収集・格納・

提供を行う機能部分と分析を行う機能部分を分ける設計と

した。データ提供機能部については外部システムとの連携

を考慮し、Web-APIとして実装した。 

3. センサシステム設置及び運用 

〈3･1〉センサシステムの設置対象  対象橋梁は橋長 15m

以上の単純桁橋で定期点検での健全度判定区分が「Ⅲ：早期

措置段階」以上の橋梁である。判定区分Ⅲ以上の道路橋の措

置までの期間の損傷進展を監視する。 

 対象橋梁を上記の条件で絞った理由としては単純桁橋は

損傷による振動特性の変化が発現しやすいこと、及び判定

区分Ⅲ以上の道路橋で措置までの期間の損傷進展を監視す

ることを目的としたためである。 

 橋梁の種類別の延長比率は、桁橋が 76.2％、床版橋が

13.1％、トラス橋・アーチ橋・ラーメン橋が 8.9％、斜張橋・

吊橋・その他が 1.8％であり、桁橋が多くを占めている。桁

橋の内、約７割が単純桁橋であることから、橋長 15m 以上

の橋の約 5 割が対象となる。 

          表１ 種類別橋梁比率 

        Table.1.  Bridge ratio by type 

 

 

〈3･2〉センサシステムの運用  本センサシステムは橋梁

定期点検と連携した運用を想定している。 

NEDOインフラ維持管理技術シンポジウム2018 (2018.10.30 札幌) 
30am3-PD-14

 
- 73 -



 

 

 3 / 5 

 

 

     図２ センサシステムの運用 

   Fig.2.  Operation of sensor system 

 

４ 実証実験 

〈4･1〉実証実験機器構成  下図の現地橋梁枠内の機器を

製造し、地方自治体が管理する橋梁へセンサシステムを設

置し、平成 29 年 11 月に計測を開始し、約 1 年間運用予定

である。 

 

     図３ 実証実験システム構成 

  Fig.3.  Demonstration experiment system configuration 

 

〈4･2〉実証実験対象橋梁  地方自治体が管理する橋梁に

下図に示すセンサを配置した。対象の橋梁は昭和 48年 1月

に供用を開始し、橋梁上部構造は単純合成鋼板桁橋で交通

量は 3,949 台（昼間 12 時間）で大型車両混入率は 22.7%の

橋梁である。 

 

             図４ センサ配置図 

             Fig.4. Sensor layout 

 

(１)  健全度の判定方法  振動センサと変位センサを設

置し、橋梁の卓越振動数が変化する「桁の剛性(耐荷力)に影

響を与える損傷 (鋼橋の腐食、疲労き裂、RC・PC 桁のひび

われ等）」及び変位(追従性)と卓越振動数が変化する「支承

の機能に影響を与える損傷」を対象損傷とする。尚、卓越振

動数については 5%の変化を検出できることを目標として

いる。 

 観測対象は卓越振動数（曲げ 1 次,2 次,3 次、ねじれ 1 次, 

2 次,3 次）と支承変位（温度変化への追従性）である。尚、

FEM モデルを用いた対象橋梁の解析結果と計測データから

抽出した卓越振動数との比較検証も実施する。 

 観測頻度は 1 回／時間(60～120 秒)の定期的な常時観測

と地震発生時にセンサデータを取得する。尚、データ取得タ

イミングと地震検出レベルは遠隔サーバからリモートで変

更可能となっている。 

 振動データは 200Hz でサンプリングし、単独走行車両の

通過直後の 1.25 秒分を分析することで特徴量である卓越振

動数を抽出する。また、1 年間分の計測結果から温度依存性

を分析し、温度補正を行うことで卓越振動数の安定性の向

上(橋梁の健全性以外に起因するノイズの除去)を行う予定

である。異常検出判定手法としてシューハート管理図(JIS 

Z9021:1998)の異常値検出ガイドラインを準用する。 

(２)  実証実験計測結果  現在、実証実験中であり中間報

告となるが平成 29 年 12 月の振動センサデータから抽出し

た卓越振動数を下表に示す。第 1 卓越振動と推測される周

波数の分布について、G1桁中央部と G3桁中央部には隣接し

た 2 つの山が見受けられる。G2 桁中央部は 2 つの山の低い

方の周波数が現れており、下記の卓越振動を抽出している

ものと推測される。 

・G2桁中央部の周波数が曲げ１次の卓越振動数(6.9Hz) 

・G1桁中央部と G3桁中央部の周波数が高い方がねじれ 1次

の卓越振動数(7.9-8.2Hz) 

第 3卓越振動、第 4卓越振動については「ねじれ振動」と推

測される。 

 

 

 

【橋梁定期点検（近接目視）】 

（緊急点検、補修補強、通行規制） 

【センサシステム監視】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6.1 橋梁定期点検とセンサシステムの活用
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        表２ 抽出した卓越振動数の例 

  Table.2. Exemplary dominant frequency examples 

  
第１卓越 

振動数 

第２卓越 

振動数 

第３卓越 

振動数 

第４卓越 

振動数 

G1 桁中央部 6.9Hz 7.9Hz - 22.4Hz 

G２桁中央部 6.9Hz - 18.9Hz - 

G３桁中央部 7.1Hz 8.2Hz 19.3Hz - 

G３桁Ｌ／４ 7.0Hz 8.1Hz - 21.1Hz 

 

 

        図５ 卓越振動数の分布と代表値 

        Fig.5. Distribution of dominant frequency and 

               representative value 

 

 計測 4 地点の卓越振動数の平均値の月別変化を下表に示

す。卓越振動数(第 1、第 2)において気温の上昇に伴い、卓

越振動数が低くなる傾向が見られる。1年間分のデータが蓄

積した時点で卓越振動数の温度依存性を分析し、温度補正

することで卓越振動数の安定化を図る予定である。 

     表３ 卓越振動数の温度依存性 

   Table.3. Temperature dependence of dominant frequency 

  
2017 年 2018 年 

12 月 1 月 2 月 3 月 3 月 3 月 

第 1 卓越振動数 7.0Hz 7.1Hz 7.0Hz 6.9Hz 6.9Hz 6.9Hz 

第 2 卓越振動数 8.1Hz 8.2Hz 8.1Hz 8.0Hz 7.8Hz 7.8Hz 

気温平均 1.7 ℃ 0.2 ℃ 0.4 ℃ 6.3 ℃ 12.7 ℃ 16.7 ℃ 

 

 対象橋梁の復元設計を行い FEM モデルとして再現した。

対象橋梁の線支承は変位拘束性が高いことから、モデル化

において硬いバネ要素(水平方向)とした。 

 

 

          図６ FEMモデル解析 

        Fig.6. FEM model analysis 

 

 計測結果(平成 29年 12月と FEM解析結果は下表に示すと

おり、概ね一致していることが確認できた。 

      表４ 計測結果と FEM 解析結果の比較 

Fig.4. Comparison of measurement results and FEM analysis results 

  
第１卓越 

振動数 

第２卓越 

振動数 

第３卓越 

振動数 

第４卓越 

振動数 

計測結果 6.9-7.1Hz 7.9-8.2Hz 
19.0-

19.3Hz 

21.1-

22.4Hz 

FEM 解析結果 
曲げ 1 次

7.1Hz 

ねじれ 1 次

7.1Hz 
- - 

 

 変位センサについて、計測した橋軸方向の変位量と温度

との関連を確認した結果、理論式(y=-0.24x-α)に対し、計

測データの回帰式が(y=-0.26x-12)であり、概ね一致してい

ることが確認できた。 

(３)  今後の予定  本事象実験中に橋梁が劣化し、物理特

性が変化する可能性は低いことから、本センサシステムに

よって橋梁の健全性の劣化による物理特性の変化を卓越振

動数の変化として捉えられることを示すために支承部を一

時的に固定(疑似的な支承固着損傷)し、橋梁の変状を卓越

振動数の変化として捉えられるかを実験する予定である。 

 また、計測データが１年間部蓄積された段階で卓越振動

数と温度との関連を分析し、温度補正を行うことで温度に

よる依存性を除去し、卓越振動数の安定性の向上を図る予

定である。橋梁の健全性の変化以外のノイズ要素を極力除

去し、抽出した卓越振動数の安定化を図ることで卓越振動

数の 5%の変化を検出することを目指している。 

５ 事業化計画 

地方自治体が管理する橋梁にモニタリングシステムを普

及させるためには、道路管理者の予算制約及び技術者不足

を考慮すれば、道路橋毎に単独システムを導入するのでは

なく、クラウド方式によりモニタリングシステムを導入し、

橋梁の専門技術者により計測データを管理していくことが

妥当である。センサシステム運用会社がサーバに計測デー

タを集約して解析し、結果をそれぞれの道路管理者に通知

するクラウド方式が適当と考えられる。 

センサシステムの設置対象となる 15m 以上の道路橋は約

17万橋である。全国の点検結果から建設後 30年以上を経過

すると健全度「判定区分Ⅲ：早期措置段階」が増加する。ク

ラウド方式のセンサシステムの事業化が課題解決に資す

る。 

事業化のため、技術開発と並行して道路橋の点検業務を

実施しているコンサルタント事業者との協業関係を構築す

ることを予定している。 

 定期点検で損傷が検出された場合における劣化進行を把

握するためのセンサシステムの必要性の有無、設置する場

合のセンサ種別・仕様、センサ配置、閾値設定の業務もしく

は技術支援する。また、センサシステムの適切な維持管理、

コスト低減のためには、道路橋毎の単独システムではなく、

クラウド基盤によるシステム構築が望ましい。このために

はセンサシステムの標準化、計測データの分析手法の標準

化、閾値設定手法の標準化が必要となる。このような標準化
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の業務もしくは技術支援を行う。 

 道路橋センサシステムの運用管理はクラウド基盤で実施

することが妥当であることから、センサシステム業務は「セ

ンサシステム設置」と「センサシステム運用管理」に区分す

ることが妥当である。「センサシステム運用管理」は都道府

県単位で運用管理者を特定し、「センサシステム設置」は標

準化し、仕様を統一して、橋梁単位あるいは地区単位（対象

橋梁をまとめ）で建設コンサルタントに発注することが妥

当と考えられる。 

地方自治体における「多様な入札契約方式」として「包括

発注方式」があり、この適用が考えられる。 

 

 

    図７ センサシステムの発注区分 

    Fig.7. Order classification of sensor system 
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