
ＲＣ構造物を対象とした構造ヘルスモニタリングシステムの開発 
（その２ スマート損傷検出センサと通信手段に無線を用いたモニタリングシステムの概要） 
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１ はじめに 

鉄筋コンクリート構造物の構造ヘルスモニタリングに用

いることを目指して，USB ケーブルでモニタリング装置と接

続する二軸の加速度を検出するスマート損傷検出センサ（以

下，スマートセンサ）の概要を既報 1)で報告した。 
本報告では，スマートセンサに改良を加え，消費電力の

少ない無線通信によりモニタリング装置と接続するシステム

を構築したので，そのヘルスモニタリングシステムの概要と

既設建物内で実施した無線の通信実験について報告する。 

２ ヘルスモニタリングシステムの概要 

開発を進めているモニタリングシステムは，膨大なデー

タをモニタリング用 PC 上で処理するのではなく，各センサ

上で損傷の指標に変換し，モニタリング用 PC に損傷の発生

を知らせるようにしたものである。加速度データを基にした

損傷指標は，構造物の固有周期と対応する単位時間（10 秒）

当たりに加速度の値がゼロ点をクロスする回数，エネルギ入

力に対応する加速度の絶対値の累積値，および最大加速度の

３つである。スマートセンサ上で加速度データから３つの指

標に変換して，それらのみをモニタリング用 PC に送信する

ため，データ転送における負荷が少ない。このため，消費電

力の少ない無線通信を用いることができ，実用的なバッテリ

駆動型のヘルスモニタリングシステムが可能となった。 

2.1 スマート損傷検出センサ 

スマート損傷検出センサの外観を写真１に示す。スマー

トセンサは，大きさが 2×6cm の基板上に小型の静電容量型三

軸加速度センサ，CPU，メモリを搭載し，無線用のモジュー

ルおよび電源（単三電池）を接続している。静電容量型の加

速度センサの仕様は以下の通りである。 

①測 定 軸 直交三軸 
②測定範囲 ±1.5G 
③計測繰返 100Hz 
④非直線性 最大 1.5％，標準 0.5％以下 
⑤温度特性 0.5mG／℃以下 
 
 
 
 
 
 
 
写真１ スマート損傷検出センサの外観 

2.2 データ通信方法 

スマートセンサとモニタリング用 PC とのデータ通信方

法は，有線または無線が考えられる。有線でのデータ通信の

特長は，センサに供給する電源がデータ通信用のケーブルを

併用できるため連続的な計測が可能であり，データ送信速度

が速く，データ送信の信頼性が高いことなどである。しかし，

ケーブルを配線する必要があるため，配線できない部位には

センサが設置できないことや初期段階で配線に伴う工事が発

生する。 
これに対し，無線でのデータ通信の特長は，無線の届く

範囲であれば配線せずに通信が可能であり，配線経路を考慮

することなく任意の場所にセンサおよびモニタリング用 PC
を計画，設置することが可能である。しかし，任意の場所に

設置するために解決すべき重大な課題として，センサおよび

無線用モジュールに供給する電源の問題がある。通信速度が

高速で信頼性の高い無線を用いる場合は AC 電源または容量

の大きな電池が必要であり，センサおよび無線用モジュール

の消費電力と通信速度（通信データ量）に応じて適切な電源

（AC，電池など）を検討する必要がある。 
開発中のスマートセンサは，100Hz でサンプリングした

加速度データを３つの損傷指標に変換し，モニタリング用PC
に送信するため，データ通信量は加速度の生データに比べて

非常に少なくなる。また，CPU，メモリ等を含むセンサの消

費電力は 5～15mA 程度と非常に小さいため，開発したシス

テムの通信手段に，通信速度は遅いが消費電力の少ない無線

規格 ZigBee を採用した。ZigBee の消費電力は 50mA 程度で

あるが通信時間が短いため，単三電池３本で数日間の計測が

可能である。無線規格 ZigBee の特徴を以下に示す。 
・低電力、低速，低価格の無線通信技術 
・マルチホップ通信が可能 
・2.4GHz 帯を使用（無線 LAN と干渉しない） 
・データレートは 20～250Kbps 
・通信距離は 100m 程度まで 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ ZigBee 外観（パソコン接続側） 

Development of Structural Health Monitoring System for RC Structures 
Part 2 : Outline of the SHM System with Wireless Communication YANASE Takahito, IKEGAYA Sei 
 EN Koshiro and NAKAMURA Mitsuru 

電源ケーブル 

単三電池３本へ接続 

電源ケーブル 

単三電池へ接続 

ZigBee モジュール
加速度
センサ

フラットケーブル 
ZigBee モジュールへ接続 

メモリ 
60 

2
0
 

RS232C 端子

フラットケーブル CPU  インターフェース 

―61―

21031 日本建築学会大会学術講演梗概集
（九州） 2007年 8 月



本システムに採用した送信側の ZigBee モジュールは，写

真２に示すようにモニタリング用 PC と RS232C 端子で接続

され，センサ側モジュールは写真１に示したようにスマート

センサとフラットケーブルで接続されている。モニタリング

用 PC とセンサとの接続は，図１に示すように１対多のスタ

ー型のほかに，センサを経由してさらに遠いセンサへの接続

（マルチホップ）が可能なメッシュ型も将来的には適用が可

能であり，無線通信で問題となる障害物による障害も回避す

ることができる。 

３ 既存建物での通信試験 

無線の通信実験を行った既存建物の２階の平面図および

通信試験を行ったスマートセンサ設置位置を図２に示す。既

存建物は鉄骨造３階建てで，１階が駐車場および玄関ロビー，

２階が事務所，３階が会議室の用途に用いられている。床は

デッキプレートを用いた合成床版であり，内壁は軽鉄下地の

上ボード貼り，外壁は ALC 板を使用している。 
通信試験は，モニタリング用 PC（送信用モジュール）を

２階のほぼ中央位置で床から高さ約 1m の机上に設置し，ス

マートセンサ（受信用モジュール）を図２に示す①～⑧まで

移動させて通信試験を行った。各階のスマートセンサ設置位

置は同一である。また，メッシュ型のセンサネットワークを

採用することを想定し，スマートセンサを床の直上に，モニ

タリング用 PC を天井の直下（センサ間距離：約 80cm）に

設置し，通信試験を実施した。試験は，平日昼間の通常業務

中に，ZigBee に付属している電波強度試験用ソフトを用いて，

モジュール間の相互通信を行い，受信電波強度（RSSI 値）

とデータ転送のエラー率を測定した。 
通信試験の結果は，表１に示すようにモニタリング用 PC

と同一階（2 階）にスマートセンサを設置する場合，RSSI
値が概ね－80dB 以上で，データのエラー率が 0%である。設

置間距離の影響については，設置位置が④（設置間距離が 6m
程度）の場合 RSSI 値が－60dB であり，設置位置が①（設置

間距離が 21m 程度）でも－66dB であるので,見通しのきく同

一階では設置間距離が 20m を超えても通信上の問題はない

と考えられる。しかし，軽量鉄骨下地の壁を通過する設置位

置⑧の場合，RSSI 値が－81dB となり，間仕切壁などの障害

物がある場合電波の強度が著しく低下することが認められる。

合成床版を挟んだ１階および３階との通信試験では，ほとん

どの位置で通信エラーとなった。ただし，床版を挟み距離が

約 80cmでの通信試験ではRSSI値が－84dB，エラー率が 0%
であり，コンクリートの合成床板を挟んでも通信距離が短け

れば無線により通信できることを確認した。 

４ まとめ 
スマート損傷検出センサは，基板上に加速度計，CPU，

メモリを搭載し，センサ上で加速度データを損傷の指標に変

換し，モニタリング用 PC へ転送するデータ量を少なくした

ものである。スマートセンサとモニタリング PC との通信に

は，通信速度は遅いが，消費電力の少ない無線（ZigBee）を 
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図１ センサネットワークの例 
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図２ 通信試験実施位置（2 階平面図） 

表１ 通信試験の結果一覧 

ZigBee モジュール RSSI 値(dB) 

設置階 設置位置 距離(m) 送信側 受信側 

エラー率

(%) 

① 21 通信不可 － 

② 17 通信不可 － 
③ 18 通信不可 － 
④ 7 通信不可 － 
⑤ 4 通信不可 － 
⑥ 6 -85 -81 0 

⑦ 21 通信不可 － 

1 

⑧ 14 通信不可 － 

① 21 -66 -63 0 

② 17 -63 -60 0 

③ 18 -70 -67 0 

④ 6 -60 -56 0 

⑤ 1 -43 -41 0 

⑥ 4.5 -58 -56 0 

⑦ 21 -72 -69 0 

2 

⑧ 14 -81 -77 0 

① 21 通信不可 － 
② 17 通信不可 － 
③ 18 通信不可 － 
④ 7 通信不可 － 
⑤ 4 通信不可 － 
⑥ 6 -89 -85 1 

⑦ 21 通信不可 － 

3 

⑧ 14 -87 -84 1 

採用し，ヘルスモニタリングシステムを構築した。このシス

テムを用いて，既設建物内での無線による通信実験を実施し，

本システムの実現性を確認した。 
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