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3.2  官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備 

3.2.2 マルチデータインテグレーションシステム開発の検討 

3.2.2.4 MeSO-net 観測点～サテライト観測点群間の揺れデータ伝送技術の開発 

  
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

本委託業務では、国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下「防災科研」という。）

が維持し、運用の安定化・高度化を目指す MeSO-net から収集する高密度な地震観測デ

ータに加えて、基盤的地震観測網（K-NET、Hi-net 等）および民間企業等により設置さ

れた計測機器から得られる大量かつ様々な品質の地震データを有機的に統合するマル

チデータインテグレーションシステムを、防災科研と連携して開発する。具体的には、

「MeSO-net 観測点～サテライト観測点群間の揺れデータ伝送技術の開発」として、東

京理科大学の技術助言を受けつつ、MeSO-net の各観測点をハブとするサテライト観測

を実施するためのデータ伝送技術を開発し、その有効性を検証する。 

 
(b) 平成３０年度業務目的 

   サテライト観測技術を検証するために、揺れデータ伝送無線機の試作機を複数製作

し MeSO-net 観測点の周辺での試験観測に着手する。 

 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
株式会社東芝 研究開発ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 主任研究員 佐方 連 

 
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

・揺れデータ伝送無線機を試作した。 

・揺れデータ伝送無線機の設置前の動作試験を行った。 

・揺れデータ伝送無線機を MeSO-net 観測点周辺に設置し、地震観測を開始した。 

 

(b) 業務の成果 

1) 揺れデータ伝送無線機の試作 

a) サテライト観測点における揺れデータの無線伝送機能 

平成 29 年度の検討において、揺れデータの無線伝送機能を下記のとおり実現する方針

を定めた。無線通信方式には、防災や減災のためのセンシングシステムに 920MHz 帯の特定

省電力無線を採用した。この無線方式は、伝送できるデータ量が少ないものの、ユーザー

は免許や登録なしに無線機を使用することができ、見通し環境であれば 1km 以上の無線通

信が可能である。従って街中で地震に関する情報を伝送する使いやすいシステムの構築に

ふさわしい。ただし街中では建物などの影響により、通信距離が 100～300m 程度と短くな

る。そこで、遠方の無線センサが測定した情報を隣接する周囲の他のセンサが中継して伝
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送し、MeSO-net 観測点までデータを届ける、マルチホップネットワークを形成することと

した。さらに、設置やメンテナンスの容易さを追求するために、電源線が不要で、電池で

数年に渡り駆動できることを目指すこととした。これらの要求を実現する無線通信技術と

して、省電力無線マルチホップネットワーク(LPMN: Low Power Multihop Network)を採用

した 1)。LPMN は図１のように、複数のノードと呼ばれる無線センサ装置と、1 台のコンセ

ントレータと呼ばれるノードの管理装置から構成される。そしてバケツリレー方式で遠方

からデータを収集する無線マルチホップネットワークを形成する。無線方式には 920MHz 帯

特定省電力無線を採用している。 

 

 

図１ LPMN システム構成 

 

LPMN は、10 分に 1 度程度の通信であれば、電池で 10 年以上駆動できる。LPMN では自律

的に時刻を分けて無線通信する時分割通信方式を採用し、通信していない時間帯はスリー

プして消費電力を落とす。例えば、上述の揺れの測定結果を最大加速度のような特徴量に

変換し、10 分に 1 回の通信で伝送すれば、長時間の電池駆動が可能となる。 

しかし、無線機とは別にセンサが常時動作し続け電流が流れ続けると、上記のような 10

年の電池駆動は実現できない。そこで、地震の揺れが無いと見なせる時にはセンサ及び無

線機は待機状態に入ってスリープすることで消費電力を下げ、地震を検出した場合には揺

れの測定及び通信を開始する機能を、本プロジェクトの中で開発する。実現案として、待

機状態において予め設定した一定の加速度を超える揺れを観測したら、外部に対してトリ

ガをかける機能を有するセンサ MPU-92502)を試用することも前年度に決定した。 

 
b) 揺れデータの収集機能を組み込んだ試作機の製作 

省電力無線マルチホップネット機能と MPU-9250 を接続した無線機基板は前年度に試作

し、集約装置からの指示より一定時間の揺れデータを測定し収集する動作まで確認した。 

本年度はこの機能を改良し、揺れがあったときに自らそれを検出して測定を開始し、そ

のデータを収集する機能を作成した。測定時以外はセンサをスリープして電流を抑えるこ

とが望ましいが、制御が複雑になる。そこで本年度はセンサを常に起動状態とした。また

 
コンセントレータ

ノード
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センサデータをチェックするマイコンは、省電力無線メッシュネット動作に従いスリープ

するものの、センサがデータをサンプリングした際に一瞬だけ起床し、センサデータのチ

ェックを行うこととした。 

揺れを検出する仕組みを図２に示す。例えば 30Hz で加速度をサンプリングさせること

を考える。マイコンは 30Hz の頻度で起床とスリープを繰り返し、起床した際にセンサから

データを取得し、閾値と比較する。閾値の一例として±3gal を設定した場合、取得データ

の加速度が XYZ の 3 軸のいずれかで加速度の絶対値が 3gal を超えていなければ、そのデ

ータは破棄する。もし 3gal 以上であれば、その時点から一定時間の加速度波形をマイコン

内に記録する。この記録時間は例えば 1 分などを設定できるようにした。記録したデータ

は、省電力無線マルチホップネット機能を用いてコンセントレータへ送られる。 

 

 
図２ 揺れ検出の仕組み 

 
これら機能を搭載した無線基板を防水ケース内に固定し、図３に示すような試作機を作

成した。MEMS センサは振動をより正確に測定できるよう底面に固定した。また、より長時

間の測定を可能とするために単１電池を２本搭載できる電池ボックスを内蔵した。無線ア

ンテナは筐体外に取り付けできるよう、防水コネクタを用いて外部に端子を設けた。 

 

 

図３ 試作機の外観と製作過程 

熊本地震の本震の波形

例）±3galを閾値に設定

ここで地震を検出
揺れ始めから250ms程度

記録開始

（１）
底面にMPU-9250を固定

（２）
板を置き、さらに単１電池×２の
電池ボックスを設置

（３）
無線及び制御マイコン基板は
天面に固定
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2) 揺れデータ伝送無線機の設置前の動作試験 

MeSO-net 観測点周辺への装置の設置に先立ち、室内で振動の観測と無線伝送を試験した。

装置の設置の様子を図４に示す。川崎市にある４階建ての研究施設の建屋の２階に、装置

を５台並べて配置した。そして前節に記した揺れをトリガに振動観測を開始する機能を動

作させた。センサのサンプリングは 100Hz とした。集約装置はここから約１０ｍ離れた場

所に置いた。 

まず、地震があったと判定する閾値を調整した。MEMS センサ内部で発生する雑音や周囲

の地震以外による揺れに対する反応を出来るだけ抑えつつ、地震にはできるだけ敏感に反

応させたい。動作試験の結果、5gal だと、MEMS センサの内部で生じる雑音や、地震以外の

揺れを検知し、不要な動作を頻繁に繰り返してしまうことが分かった。6gal に設定すると、

人の往来がある日中は一時間あたり最大で６回程度、そして夜間はほぼ反応しないことが

分かった。そこで閾値を 6gal とすることにした。このパラメータで動作試験をした結果、

2018 年７月７日に川崎市で震度２を記録した地震を、揺れデータ伝送無線機にて自動でと

らえることができた。この波形を図５に示す。本システムにより地震発生時に揺れを観測

できることが確認できた。 

 

 
図４ 室内での動作試験 

 

 
図５ 室内での動作試験で捉えた揺れ 

 

3) 揺れデータ伝送無線機を MeSO-net 観測点周辺に設置 
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東京大学本郷キャンパスにある MeSO-net 観測点の周囲にサテライト観測点を構築する

ことを想定し、まずは５台の揺れデータ伝送無線機を、2018 年１２月に観測点近傍に配置

した。具体的な配置箇所は図６の通りである。 

2019 年１月８日の午前１時３５分に東京都で震度２を記録した地震が発生した。揺れデ

ータ伝送無線機のうち ID03 は、これと同時刻に揺れを検知し、波形を測定してデータ収集

した。ただし測定波形には地震かどうか判断できる特徴は見つからなかった。揺れが小さ

く、反応こそしたものの波形は雑音に埋もれてしまっている状態であると考えられる。観

測は現在も継続しており、この間に震度２以上の地震が他にも発生していることから、収

集したデータを次年度以降に分析して地震観測の有無を確認する。 

 

 
図６ 東京大学本郷キャンパスへの装置設置 

 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

本年度はまず、サテライト観測点を実現するための MEMS センサを搭載した揺れデータ

伝送無線機を試作した。そして室内で動作の試験とパラメータの調整を行った。その結果、

振動をトリガに無線でデータ収集できることを確認した。さらに東京大学に設置中の

MeSO-net 観測点の周囲に５台の揺れデータ伝送無線機を配置し、１２月より地震観測を開

始した。今年度に収集したデータは今後分析を進め、地震が観測できているかを検査した

い。また観測点数を増やしてより大規模な観測を実現したい。 

 
(d) 引用文献 
1) 長久保, 金, 工藤, 佐方, “省電力高信頼無線マルチホップネットワークにおける大

容量データ伝送方式,” 2018 年電子情報通信学会総合大会, B-5-104, 2018. 

2) “MPU-9250 |TDK,”  <https://www.invensense.com/products/motion-tracking/ 9-

axis/mpu-9250/> 2018 年 4 月 17 日アクセス. 

東京大学 本郷キャンパスマップ より抜粋
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(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 
・ 該当なし 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 
・ 該当なし 

 
3)マスコミ等における報道・掲載 
・ 該当なし 

 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ 該当なし 
 

2)ソフトウエア開発 

・ 該当なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

・ MEMSセンサにより揺れを検知して測定を開始するためのパラメータを策定 

 

 
(3) 平成３１年度業務計画案 

平成３０年度に開始した試験観測結果をもとに改良した揺れデータ伝送無線試作機を

製作し、試験観測を追加実施する。また揺れデータ伝送無線機を長期間稼動できるよう高

度化を検討する。 
 平成３０年度の試験観測にて得られた振動波形は、雑音の量が多く、自動測定できた地

震も近隣での震度が２のものであった。より小さな地震でも観測できるよう、雑音量を抑

える工夫を検討する。具体的には、フィルタの導入や他の MEMS センサの試験を予定し

ている。また装置の数を増やし、観測箇所を増大させる予定である。 
また揺れデータ無線機の長期間の稼働に向け、より積極的にセンサや無線機をスリープ

させて省電力化を図る。具体的には、通常はセンサのサンプリング速度や精度を下げて揺

れを待ち受け、揺れを検出してからサンプリング速度や精度を上げて地震の揺れを測定す

る方法を試験する予定である。 
2019 年９月までに雑音量を抑え、さらに省電力化した装置を試作して、動作試験を行

う。また 2020 年３月までに、これらを屋外設置して地震の自動観測試験を行う。最終年

度までに３年以上の電池駆動の達成を目指すが、平成３１年度はまずは６か月以上の電池

駆動と、実地震の観測を目標成果とする。 
 




