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１ はじめに 

RC 構造物を対象とした構造ヘルスモニタリングの実用

化を目指して，これまで AE や加速度計測に基づくシステ

ムの開発に取り組んできた 1)～3)。前報 2)（その 2）では，

静電容量型三軸加速度計を組み込んだスマート損傷セン

サと，通信手段にスター型の無線ネットワークを用いた

構造ヘルスモニタリングシステムの概要を報告した。 
本報では，通信手段にメッシュ型の無線ネットワーク

を用い，省電力化した構造ヘルスモニタリングシステム

の概要について報告する。 
２ 構造ヘルスモニタリングシステムの概要 

構造ヘルスモニタリングシステムを構築する上で，測

定する物理量やセンサの選択と同様に，データの転送方

法の選択が重要な要素である。データの転送方法には有

線と無線があり，配線コスト，センサ配置の自由度およ

び断線による通信の途絶などを考慮すると，無線の方が

有利である。しかし，無線を選択する場合には，個々の

センサへの電源供給方法や，地震発生時にデータが集中

しシステムが停止することを如何に防ぐか，無線を遮断

する障害物（鋼製ロッカーなど）への対応から無線通信

を如何に確保するかなどの課題がある。 
開発を進めている構造ヘルスモニタリングシステムは，

センサからモニタリング用 PC へ送信するデータ量を極力

少なくするために，センサで取得した加速度や AE の波形

データをセンサ上で損傷の指標に変換し，その指標のみ

をモニタリング PC へ送信することを特徴としている 1)～3)。

データ転送に無線を採用するに当り，上記課題の対応策

として無線規格 ZigBee を採用する。その特徴は，①テー

タ転送速度が低速であり，②電力消費量が少なく，③セ

ンサ同士が通信し，自動的にセンサネットワークを構築

することなどである。 

開発を進めている構造ヘルスモニタリングシステムで

は転送するデータ量が少ないため，無線規格 ZigBee は本

システムに適したデータ転送方式である。この省電力の

無線を採用することにより，写真１に示すようなセンサ

を乾電池で駆動するシステムの構築が可能となった。 
３ センサネットワークの構築 

無線規格 ZigBee の特徴の 1 つに，センサ同士が通信し，

自動的にセンサネットワークを構築することが挙げられ

る。構築できるセンサネットワークには，図-1 に示すよ

うに，モニタリング用 PC を中心とした従来の 1 対多のス

ター型ネットワークに加えて，メッシュ型のネットワー

クがある。メッシュ型ネットワークは，モニタリング用

PC に取り付けた無線ユニット（コーディネータ）と，セ

ンサと無線ユニットを組み込んだ端末のデバイス（エン

ドデバイス）とが直接通信できない場合でも，途中のデ

バイス（ルータ）がそれらを中継する機能を有している

ので，電波の通じ難い場所などに適用することが可能で

ある。また，通信ルートは固定でなく，適切なルートを

検索し，自動的に構築する方式であるため，什器の移動

などにより通信が劣化した場合でも，適切な通信ルート

を検索してネットワークを構築できる。すなわち，デー

タ通信の信頼性が高くなる。ただし，コーディネータ，

ルータおよびエンドデバイスの区別を予め設定する必要

があり，デバイスの設置計画の際にはルータの役目を持

たせるデバイスと持たせないデバイスを計画時に設定す

る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
４ 省電力機構の提案 

無線を使用した構造ヘルスモニタリングシステムの利

点として，センサが自由に配置できることがある。その

利点を生かし，停電などの場合にもセンサを動作させて

 ①スター型        ②メッシュ型 

図１ センサネットワークの例 

 

モニタリング用 PC 

 

モニタリング用 PC

 ：コーディネータ 

：ルータ 

：エンドデバイス



 
*1 ジャスト 
*2 大林組 

*1 Just Co.,Ltd. 
*2 Obayashi Corp. 

 

おくために，各センサが個々に電源を有し自立している

必要がある。停電などの場合，接続された電源（一次電

池または二次電池）により個々のセンサが長期間動作す

る必要があるが，大容量の電源を用いると，サイズが大

きくなり実用的なセンサとは言えなくなる。 
そこで，本システムでは，センサが動作するときの消

費電力を抑え，消費電力の小さい低速の無線規格 ZigBee
を用いる。乾電池を使用する場合，センサの消費電力は，

データ処理部が 15mA 程度，通信部が 50mA 程度である。

自己放電が少ない単三型充電式電池（2000mAh）を用い

て連続的に動作させようとすると，動作時間は 30 時間程

度となるため実用的でない。そこで，さらに消費電力を

減らすために以下に示す機構を組み込むことした。 
①基板上の加速度センサのみを常時稼動させる。 
②加速度センサ以外はスリープ状態とする。 
③加速度センサが地震の初動感知をトリガーとし,セン

サ全体を起動させる。 
④動作を確認する目的で，数日に 1 回程度定期的に起

動し，モニタリング用 PC とのデータ通信を行う。 
加速度計だけを動作させた場合，消費電力は周辺回路

も含めて 1mA 程度である。また，センサ全体が起動する

のは稀である。そのため，上記乾電池でも 2,000 時間以上

動作することになる。なお，このセンサでは加速度計と

AE センサを１つの基板に組み込み，ソフトを切替えてど

ちらの物理量でも計測できるようにしている。 
５ 無線通信試験 

低速で無線規格 ZigBee を用いて，前報 2)と同じ事務所

ビルで無線の通信実験を実施した。実験は，ZigBee を搭

載したセンサを用いて，スター型ネットワークとした場

合とメッシュ型ネットワークとした場合の無線品質（LQI
値）を計測した。なお，無線通信が確保される目安は LQI
値が-85dB 以上とされている。計測した建物は，鉄骨造で

地上 3 階建ての事務所ビルで，床はデッキプレート合成

床板であり，天井には軽鉄下地でボードが張られている。

1 階は，面積の約 2/3 が駐車場で，残りの約 1/3 は玄関お

よび倉庫（位置⑦，⑧）となっており，ALC で区切られ

ている。2 階の事務所内には間仕切は存在しないが，部分

的に金属製のキャビネット等が配置されている。3 階はほ

ぼ 1 スパンごとに会議室等があり，間仕切りで区切られ

ている。 
計測には，無線ユニットに付属しているソフトウェア

を使用した。2 階のほぼ中央にモニタリング PC およびコ

ーディネータを設置し，エンドデバイスを各階の各測定

位置の床から約 1m の高さに設置し LQI 値を計測した。メ

ッシュ型ネットワークの場合には，各階にルータを 1 台

設置した。ルータの設置位置は，床を挟んでも通信が可

能な平面的にほぼインディケータと同じ位置とし，1 階で

は天井直下，3 階では床の直上とした。各階，各位置での

無線品質の計測結果を表１に示す。スター型ネットワー

クの場合，前報 2)と同様にコーディネータと同じ階に設置

したエンドデバイスとは通信可能であるが，階が異なる

と通信ができなくなった。これに対し，各階にルータを

設置したメッシュ型ネットワークの場合，建物内のほぼ

全ての位置で通信可能であり，メッシュ型ネットワーク

による無線通信の実効性が検証できた。 
表１ 無線品質計測結果 

無線品質（LQI 値） 

スター型 メッシュ型 
設置

階

設置

位置

PC との

水平距離

(m) I-ED 間 I-R 間 R-ED 間 
① 21 通信不能 -80dB 
② 17 通信不能 -71dB 
③ 18 通信不能 -59dB 
④ 7 通信不能 -54dB 
⑤ 4 通信不能 -44dB 
⑥ 6 通信不能 -37dB 
⑦ 21 通信不能 通信不能

1 

⑧ 14 通信不能 

 
-68dB 

 
ルータを
1階の位
置⑤の天
井付近に
設置 -83dB 

① 21 -57dB    
② 17 -48dB   
③ 18 -53dB   
④ 6 -55dB   
⑤ 1 -39dB   
⑥ 4.5 -46dB   
⑦ 21 -59dB   

2 

⑧ 14 -61dB   
① 21 通信不能 -62dB 
② 17 通信不能 -61dB 
③ 18 通信不能 -59dB 
④ 7 通信不能 -47dB 
⑤ 4 -80dB   
⑦ 21 通信不能 通信不能

3 

⑧ 14 通信不能 

 
-70dB 

 
ルータを
3階の一
⑤の床上
に設置 -75dB 

   Ⅰ：インディケータ，Ｒ：ルータ，ＥＤ：エンドデバイス 

   インディケータ設置位置：2 階位置⑤ 

６ まとめ 
消費電力が少なく，メッシュ型のセンサネットワーク

を構築できる無線規格 ZigBee は，センサ上で測定した物

理量を損傷指標に変換する構造ヘルスモニタリングシス

テムの通信手段に適しており，省電力の機構を組み込め

ば乾電池で数ヶ月稼動する実用的なシステムとなること

を報告した。また，メッシュ型のセンサネットワークに

よる無線通信試験を行い，その有効性を検証した。 
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