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3.3 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備 

3.3.5 データ収集・整備と被害推定システム構築のためのデータ管理・利活用検討 (課題 c⑤) 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

 

本委託業務では、サブプロ（c）のうち、「⑤データ収集・整備と被害推定システム構

築のためのデータ管理・利活用検討」として、①～④で実施する 4 つのＥ－ディフェンス

による大型振動台実験の成果、これまでにＥ－ディフェンスで実施された各種実験のデー

タ、既設の常時地震観測記録等の情報を収集・整理・統合し、今後の防災への利活用方策

検討、および一般・関連団体等への公開・普及を図る。 

 
(b) ２０１９年度業務目的 

    
   本年度は、課題②のチームと連携しながら、ＲＣ建物実験におけるセンサ配置計画を策定し、

実験を行うことが主要な目的となる。実験においては、種々の無線センサおよび層間変位センサ

による計測に焦点をあてる。地震時の層間変位情報は余裕度・事業継続性の判定に有用な指標と

なるが、これを非接触型で直接計測可能な層間変位センサによって、正確な計測値を取得するに

は、実験建物寸法にあわせたキャリブレーションが必要であり、ＸＹステージを用いたキャリブ

レーションを実施する。さらなる正確性向上を目指した、計測システムのあり方も含めた改良も

実施する。 

前年度（2019年1月・2月）実施した木造建物Ｅ－ディフェンス実験で得られた種々の

計測データと建物損傷状況との関連の検証や、各種のセンサによる相互のデータ整合

性の検証も行う。 

また、サブプロジェクト(a)(b)(c)が関係する、民間のデータも含めた「防災のためのデータ利

活用」に関連して、地震直後の速やかな「都内地域別応答スペクトル」の簡易予測に基づく、地

域別危険度判定スキームの構築・実現を目指して、応答データの発信・収集の在り方に焦点をあ

てた検討検証を行う。 

ひきつづき、サブプロジェクト(b)等とも連携して、MeSO-net システムに連動した既設の常時

地震観測記録を断続的に利用し、地盤－建物系の地震応答評価モデルの精度の向上に向けた取り

組みを進める。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
早稲田大学 理工学術院 教授 西谷 章 

早稲田大学 理工学術院 教授 谷井 孝至 
早稲田大学 理工学術院 教授 高口 洋人 
早稲田大学 理工学術院 助手 服部 晃平 
足利大学 工学部 
（早稲田大学 研究院） 

教授 
（客員教授［客員上級研究員］） 

仁田 佳宏 
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(2) ２０１９年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

 

・＜テーマ１＞ ＲＣ建物Ｅ－ディフェンス実験に向けたセンサ配置計画の策定とＥ－ディフェ

ンス実験における種々のデータ計測の実施。層間変位センサの、実験建物寸法にあわせたキャ

リブレーションの実施。 

・＜テーマ２＞ 前年度木造建物実験データの検証、センサ間のデータ整合性の検証。 

・＜テーマ３＞ 簡易な「地域別応答スペクトル」推定に向けたデータ発信・収集のあり方の検

討。 

・＜テーマ４＞ MeSO-net システムに連動した既設センサによる地盤－建物系の地震観測

記録の収集と地震応答評価モデル精度向上に向けた取組み。 

 

(b) 業務の成果 

 

 <テーマ１> ＲＣ建物Ｅ－ディフェンス実験に向けたセンサ配置計画の策定とＥ－ディフェ

ンス実験における種々のデータ計測の実施。層間変位センサのためのキャリブレーションの実

施。 

・ＲＣ建物の設計を担当した「課題②」の東京大学チームと緊密に連携し、２０１９年度のＥ

－ディフェンス加振実験に向けて、具体的な、建物平面・寸法・形状に合わせて複数種の無線セ

ンサ、層間変位センサを中心としたセンサ設置計画を策定した。施工時最終段階での、現地での

打合せを経て、有線となる層間変位センサによるデータ送信のための配線計画も含めた計測シ

ステムの策定を行った。 

・上述のセンサ設置計画に基づいて、２０１９年 11・12 月のＥ－ディフェンス加振実験に

おいて種々の計測を行った。 

・ 使用した無線センシングシステムは、表１のようになる。はじめの 3種のセンサは、今後の

構造ヘルスモニタリングにおいて活用の広がりが予想されるもので、動向調査を経て 2017 年度

に選定したものである。4番目の iPod Touchは、スマートフォンによる簡易計測を目的として

いる。なお、センサは、加振日の朝に設置し、終了後取り外してデータ回収等を行い、次の加振

日朝に再設置する運用を行った。 

sonasは、非構造部材となる天井の応答計測にも使用している。Swing Minder は、試験体建物

の立体応答性状の把握も目的に設置した。G-Link-200 は、系統別に 2 台の無線親機に接続する

構成とし、データ転送と系統間の時刻同期性能の確認も目的としている。 

図１に、実験における無線センサのー設置位置を示す。 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

表１ 無線センシングシステムの一覧 

システム名称 

(メーカー) 
構成 

サンプリング 

周波数 

使用無線チャンネル  

データ 

収録方法  

sonas（ソナス) 

 センサ 10 台  

シンクノード 1 台  

PC1 台  

100 Hz 

ch.11-26 

（自動切換）  

センサ内蔵

microSD カー

ドにて収録、  

実験後回収  

Swing Minder（四国総合研究所)  
センサ 4 台  

親器  1 台  

ルータ  1 台  

PC 1 台  

200 Hz 

ch.40 

センサ内蔵

microSD カー

ドにて収録、  

実験後回収  

G-Link-200（LORD）  

 
センサ 5 台×2 系統  

親器 1 台×2 系統  

ルータ  1 台  

PC 1 台  

128 Hz 

加振日により系統 1,2

を設定  

無線により

PC にリアル

ライム伝送・

収録  

iPod Touch（Apple）  

センサ 4 台  

PC 1 台  

（スマートフォンによる 

簡易計測目的） 

100 Hz 
機器内収録  

（白山工業製） 
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（ａ）平面図  

 

 

 

（ｂ）立面図  
 

図１ ＲＣ建物への無線センサ設置位置 
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・無線センサには、データ欠測という不測の事態の発生可能性がある。本年度の実験でも一部デ

ータ取得ができなかった例も生じている。表２は、以下に示す計算式の基づく、今回の実験での

「データ取得率」である。 

 

データ取得率 = �1 −
欠測数

センサ数 × 加振回数
�× 100 % 

 

 
表２ 各センサのデータ取得率 

センサ名  Sonas Swing Minder G-Link-200 iPod 

センサ数 10 10 10 4 

加振回数 13 13 13 1326 

欠測数 2 41 60 030 

データ取得率 100 % 68 % 54 % 100 % 

 

・今回の実験時に発生した無線センサの欠測事態から、次のことが言える。sonas では

データ無線送信に予測以上の時間を要したが、実験における多くの無線通信の交錯・干

渉が原因と考えられる。今後建物内にはさまざまな無線通信が導入されよう。実用化に

おいては、この干渉への対処が必要となろう。乾電池駆動の Swing Minder において

は、駆動時間の長いリチウムイオン電池の使用が必要である。また、G-Link では、無

線通信環境が十分でない場合にデータ転送に遅延が生じ、ときに再送が追い付かずにデ

ータ欠測になってしまうことがあった。無線環境に注意した使用が求められ、その対策

も必要となろう。 
・sonas による加速度データを数値積分することで求めた層間変形に関しては、人工地震

波 100％では線形範囲にあることを示す値が、人工地震波 150％では非線形領域に入っ

ていることを示す値が、また 160％に対しては強非線形領域にあることを示す結果を得

ている。が、次に述べる「層間変位センサ」によるデータとの、定量的な整合性のさらな

る検証が必要である。 

・層間変形を直接計測する層間変位センサに関しては、図２に示すような位置に 5 台設

置した（図中では、No.11～15 センサ、と表示）。図３は、実験時の設置状況の一例で

ある。 
層間変位センサとともに有線の加速度センサも設置している。この加速度センサ・デ

ータから積分と差分によって層間変形を算出している。ひび割れ発生はあるものの、応

答がおおむね線形範囲におさまる人工地震波 100％加振に対しては、加速度積分から得

られる層間変形時刻歴と、層間変位センサによる履歴はほぼ一致している。一方、大き

く塑性化の進んだ人工地震波 160％に対しては、後者は残留変位を捉えているが、前者
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は捉えていないことが確認できた。残留変位の有無は、健全度・危険度・事業継続性の

判断に非常に有用な指標を与えるが、積分によるこの評価には限界がある、と言える。

塑性化を引起すような規模の、実大建物震動台実験において、このような違いを明瞭に

提示したのは初めてと考える。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tile (Optical fiber)Tile (Optical fiber)

 

 

図２ ＲＣ建物への層間変位センサ設置位置 

 

 

 

図３ ＲＣ建物 2層への層間変位センサ設置位置 

天井
（上部）
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・層間変位センサは、「光源部」と「受光部」からなる 1）。正確な層間変位データ計測に

あたっては、「光源部」と「受光部」の設置位置の寸法に合わせたキャリブレーションが

必要であり、設置する全センサに対して、専用の機器「ＸＹステージ」を利用したキャリ

ブレーションを行った。さらに、計測精度のさらなる向上に向けた機器としての改良（小

型化・軽量化を含む）を継続的に実施している。 

 

<テーマ２> 前年度実施の木造建物実験データの検証 

前年度の木造建物実験は前年度末 2019 年 1 月・2 月に実施されたので、データの検証を本年

度に行っている。以下にその検証結果を挙げる。 

 

・有線のサーボ型加速度センサによる計測データを比較基準として、木造建物実験にお

ける無線センサ計測値の検証を行った。結果は次のようになる。 
̶ ＜テーマ１＞で挙げた無線センサのフィルタ処理後の最大加速度値は、どれもほぼ同

程度となる。 
̶ 無線センサによる計測値をもとにした固有振動数評価によって、損傷や補修による効

果を捉えることができる。 
̶ 有線センサと各種無線センサのデータの数値積分から得られる、各層絶対変位の時刻

歴に大差はない。しかし、その差分をとった層間変位では時刻歴に差を生じてしまう。

時刻同期の精度の差がこの「差」に繋がっている可能性が大きく、この考察通りとすれ

ば、加速度から層間変形を算出するには相当正確な時刻同期が求められることになる。 
̶ 限定層の計測情報から他層のデータを予測する方法として「線形補間法」と「モード

合成法」を選択し、1 層と 3 層のデータをもとに 2 層応答を予測した。そのうえで、各

層の最大層間変形の評価を行った。「線形補間法」ではさらなる何らかの工夫がないと、

また「モード合成法」では正確なモードをあらかじめ評価できていないと、有効な被害

推定に結びつけるのは難しいのが現状となる。 
 

 

<テーマ３> 簡易な「応答スペクトル」推定に向けたデータ通信・収集システムの検討。 

・地震直後の１次診断的な広域的危険度判定スキームとして、23 区ごとの簡易的な、計算不要

の「応答スペクトル」推定を提案している 2)。都内の多数の建物最上階への加速度センサ設置が

前提とするが、時刻歴は不要であり、最大値のみを送信・収集すればよい。特別な計算を行わず

に、最大値と建物固有周期あるいは建物高さ情報から「加速度応答スペクトル」の簡易評価が可

能である。このための、最大値のみを記録する加速度センサを試作した。遠距離通信・安価・省

電力などの条件を満たす、無線データ通信規格の検討を行って、SIGFOX を採用した加速度セン

サとした。図４に、その試作品の写真を示す。 
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図４ 最大加速度センサ試作品 

 
 

<テーマ４> MeSO-net システムに連動した既設センサによる地盤－建物系の地震観測記録

の収集と地震応答評価モデル精度向上に向けた取組み。 

・本年度は、もっとも多くのセンサが設置されている豊洲小学校を立体フレームモデルとして整

備し、解析モデルの妥当性を検証し、上部構造のねじれを含めた応答を考察した。対象建物は、

RC 造(一部 S 造)の４層の杭基礎建物であり、地震計は、上層階と下層階に 3 点ずつ、地表面と

GL -20 m地点に配置されている。 

・１階平面はねじれ応答をしており、ねじれ動を入力すると高次の振動数まで観測データに対応

した傾向を把握できる；各層の全体的な応答ではなく、建物端部の応答などを表現することも可

能となる。ただし、本年度は大きめの地震は観測されておらず、「建物被害有無の判定」という

目的に直結するようなモデル構築には至っていない。 

 

(c) 結論ならびに今後の課題 
・事業計画書にあげた項目に関してはほぼ予定通り進捗している。 
・本年度度の実験において、無線センサによるデータ計測をおおむね行えているが、データ欠

測は生じている。この理由として、多くの無線通信の交錯・干渉、無線環境の不十分さなど

が挙げられる。今後、無線センサをはじめ無線通信の増大が予想される。このような環境

での、無線センサの有効利用を考える必要があろう。 
・加速度応答スペクトルの簡易的推定は、地震直後の、応急的な地域別危険度判定に役立て

ることができる。このためには、最大値のみを記録・送信させて、それを収集すればよい。この

ための無線データ通信規格の検討を行って、遠距離通信・安価・省電力などの条件を満たすセン

サ試作品を作成した。次年度には、少なくとも数キロメートル離れた地点での、データ通信・収

集テストを行いたい。 

・精度のよい地盤―建物系モデルの構築を目指して、豊洲小学校の立体フレームモデル

を整備した。本建物のようにねじれ応答を呈するような場合には、ねじれを評価すること

で高次の振動数まで観測データに対応した傾向を把握できる。多少とも大きめの地震があれば、

「建物被害有無の評価」に直結するようなモデル構築への発展も可能であるが、本年度はそのよ

うな地震は観測されていない。 

Sigfox モジュール 
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講演 No. 21358  

保井美敏、成田修

英、山本健史治、

小坂宏之、伊藤佑

治、西谷章、大久

保孝昭、江尻憲

泰、高尾秀幸  

日本建築学会 
大会（北陸） 

2019 年 9 月 国内 

（口頭発表） 

Resonant photocurrent at 

1550 nm in an erbium low-
doped  silicon  transistor 

at room temperature 

 

 

 

E. Prati,  
M. Celebrano, 
L. Ghirardini, 
M. Finazzi, 
G. Ferrari, 
T. Shinada, 
K. Gi, Y. Chiba, 
A. bdelghafar, 
M.Yano,  
T.Tanii 

2019 Silicon Nano-

electronics  
Workshop 

2019 年 6 月 国際 

（口頭発表）  
Self-align fabrication of 
nano-reservoir with NV 

center in diamond surface 

for nuclear magnetic 

resonance of small 

molecules 

K. Kawakatsu,  
Y. Ishii, Y. Hata, 
Y.Saito, K. Naka-
mura, K.Naga-oka, 
T. Sonoda, T. 
Tatsuishi, 
T. Teraji, S. 
Onoda,  
T. Higuchi, 
K.Yamada  
T. Oshima, 
T.Shimada   
H.Kawarada, 
W.Kada, 
O. Hanaizumi, 
J. Isoya, T. Tanii 
 

32nd International 
Microprocesses 

and 

Nanotechnology 

Conference 

2019 年 10 月 国際 
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発表成果（発表題目、 
口頭・ポスター発表 

の別） 

発表者氏名 発表場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・

国内

の別 
（口頭発表） 

高分解能ナノ NMRに向け

たダイヤモンドへの NV 

センターと微小容器の

一括形成 

齋藤悠太、石井

邑、川勝一斗、永

岡希朗、畑雄貴、

中村洸介、榎田尊

昭、徐海州、薗田

隆弘、立石哲也、

金久京太郎、寺地

徳之、小野田忍、

樋口泰成、山田圭

介、大島武、品田

高宏、川原田洋、

加田渉、花泉修、

磯谷順一、谷井孝

至 

第 67 回応用物理

学会春季学術講

演会  

2020 年 3 月 国内 

（口頭発表） 

An experimental study on 

the spontaneous firing of 

single isolated neurons in 
autaptic culture using 

micropatterned substrates 
 

K. Hattori 

K. Sato 

H. Takahashi 

S. Oguma 
M. Ishida 

H. Yamamoto 

A.Hirano-Iwata  
T. Tanii 

The 8th RIEC 

Inter- 

national 

Symposium on 
Brain Functions 

and Brain 

Computer 

2020 年 2 月 国際 

（口頭発表） 

２針電極を用いた神経

細胞刺激の応答計測と

その理論解析  

地震時レジリエンスの

向上を目指す建築都市

のモニタリング 

服部晃平、石田実

穂子、鞍掛碧流、

今井絢子、橋本拓

弥、佐藤晃揮、髙

橋穂乃歌、小熊奏

一郎、山本英明、

平野愛弓、谷井孝

至 

第 67 回応用物理

学会春季学術講

演会 

2020 年 3 月 国内 

Evaluating the seismic 
Retrofits from ambient 
vibration measurement 
講演 No. 21351 

M.N. Albebrawi,  
D.Y. Bogale、張

天, 仁田佳宏, 石
田正美 

日本建築学会大

会（北陸） 

2019 年 9 月 国内 

常時微動測定に基づく古

民家の振動特性評価   

講演 No. 22290 

張天,  
M.N. Albebrawi,  
D.Y. Bogale、 
仁田佳宏、  
石田正美: 

日本建築学会大

会（北陸） 

2019 年 9 月 国内 

Developing UGV for 
construction site 

D.Y. Bogale, 
Y. Nitta, Y. Kuba 

第 62 回自動制御

連合講演会 
2019 年 11
月 

国内 
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載

・ 査読あり

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所

（雑誌等名）

発表時期 国際・

国内

の別 

Structural control: 
Then and now 

A. Nishitani Japan Architectural 

Review Vol.2, Issue 3 
2019 年 5 月 国際

Research project toward 
enhancement of resilience 
for Tokyo Metropolitan 
area: Preparing for seismic 
event in Tokyo 

A.Nishitani,
K.Kajiwara,
T.Nagae,
T.Inoue,
K.Kusunoki,
I.Nakamura,
M.Kurata,
Y.Kawamata,
E.Sato,
K.Hayashi,
M.Morii,
R.Okazawa,
K.Okada,
M.Shiraishi

ANCRiSST 2019 
Procedia 
(14th International 
Workshop on 
Advanced Smart 
Materials & Smart 
Structures 
Technology) 

2019 年 6 月 国際

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

PCaトールゲート屋根

スラブの交通振動  によ

る劣化のモニタリング

に関する技術提案

蘇振東、大久保孝

昭、寺本篤史、伊

藤佑治、西谷章、

江尻憲泰、高尾秀

幸

日本建築学会技

術報告集

Vol.26、No.63 

2020 年 6 月

（掲載決定）

国内

Cubic spline interpolation 
based estimation of all 
story seismic response 
with acceleration 
measurement at a limited 
number of floors 

K. Kodera,
A. Nishitani,
Y. Okihara

Japan 
Architectural 
Review 

2020 年 4 月

（掲載決定）

(DOI: 
10.1002/2475-
8876.12155) 

国際

Triple nitrogen-vacancy 
centre fabrication by 
C5N4Hn ion implantation 

M.Haruyama,
S.Onoda,
T.Higuchi,
W.Kada, A.Chiba,
Y.Hirano, T.Teraji,
R.Igarashi,
S.Kawai,
H.Kawarada,
Y.Ishii, R.Fukuda,
T.Tanii, J.Isoya,
T.Ohshima,
O.Hanaizumi

Nature 
Communications 
10 (2019) 2664.

2019 年 6 月 国際



81 
 

 
3) マスコミ等における報道・掲載 

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 

なし 
 

2) ソフトウエア開発 

なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 
 

(3) ２０２０年度業務計画案 

 
・サブプロジェクト（ｃ）の中心課題となるのは、S 造 E-ディフェンス実験である。課

題③のチームと連携しながら、建物形状に合わせた、層間変位センサ、無線センサ設置計

画を策定し、11～12 月に予定の実験において計測を行い、計測データの検証を行う。層

間変位センサの正確な測定のために、XY ステージを用いたキャリブレーションを事前に、

あるいは実験後に実施する。 

・加速度応答スペクトルの簡易的推定のための試作品を作成した。2020 年度には、デー

タ送信・収集の具体的、現実的な実験的検証を行い、必要に応じて、センサおよび通信収

集システムに改良を加える。 
・建物被害推定にも応用可能な、地震応答評価モデルの構築を目指して、ひきつづき、サブプ

ロジェクト(b)等とも連携して、より精度の高い、地盤－建物連成系モデルの構築に向けた取り

組みを進める。 

 
 
 
 

  




