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1.  はじめに 
 
近年, 建設分野において ICT 技術を有効活用する試

みが各所で積極的に行われてきている。そうした試み

のひとつに, 無線センサネットワークの現場計測への

導入が考えられる。 
無線センサネットワークは, マイコン等で自己を制

御する自律的なセンサを互いに無線通信網で結んだも

のである。つまりケーブルがいらない計測システムで, 
これを利用すれば, ケーブル敷設に手間やコストをか

けることなく, 稠密な多点計測が容易にできる。無線

センサのセンサ部分は目的に合わせてさまざまなセン

サを取り付けることができる。例えば, 温度センサを

取り付け, ビニールハウスの温度管理をワイヤレスで

行うといったことが実際に行われている。 
本来, 無線センサネットワークは, センサが小型かつ

安価であることを前提に, 従来よりも稠密な計測をワ

イヤレスで行うことを意図して発達してきた技術であ

る。このような無線センサに最適なのが MEMS
（Micro-Electro-Mechanical System）センサである。

MEMS センサはシリコン基板上に微細な機械構造を作

りこんだ超小型のセンサで, 加速度センサをはじめ多

種多様なセンサが実用化されている。その多くは大量

生産により安価で供給されることから, ゲーム機やデ

ジタルカメラなどさまざまな製品に使用されている。

本稿で紹介する無線センサシステムで採用している

MEMS 加速度センサも５ｍｍ角で厚さ 1.8ｍｍと小さ

く, 安価なものである。 
著者らは, こうした MEMS センサを用いた無線セン

サの, 小型・安価な上にワイヤレスで計測可能なこと

に着目し, 構造物の振動性状の計測や構造ヘルスモニ

タリングのツールとしての利用が期待できる, 無線加

速度センサの開発をした。実際, このような用途向け

に, 無線加速度センサの試作品の適用や製品化も行わ

れるようになってきている。しかし, これらの多くは

未だ十分な性能を有していない。例えば, 無線通信に

関しては, 通信距離が数十ｍ程度が限界であったり, デ
ータ欠損が頻繁に生じるといった点が十分とは言えな

い。また加速度時系列の収録に関しては, サンプリン

グレートが 100Hz 程度が上限であったり, A/D 変換の分

解能が十分高くないといった点が挙げられる。また, 
無線センサの場合, センサはそれぞれが自身のマイコ

ンのクロックを基準に動作するため, 多点同時計測を

行う際にはセンサ間の時刻同期を確保する工夫が必要

であるが, この点が十分に検討された製品は実際には

まだ実用化されていない。 
著者らは, このような現状を踏まえ, 将来の構造ヘル

スモニタリングへの利用も視野に, 実用に堪えうる性

能を持った無線加速度センサの開発を行った。ここで

目標とした性能は以下の３項目である。 
① 無線通信距離を 100ｍ以上とることができ, 計測デ

ータを欠損なく回収できる。 
②  １kHz 程度の高いレートでのサンプリングができ

る。 
③ センサノード間の時刻同期を１ミリ秒以下で確保

できる。 
 

2.  無線加速度センサシステム 
 
2.1  無線加速度センサ 
前述の開発目標にそって, 設計・試作した無線加速

度センサを図－１に示す。また表―１には主な仕様・

性能を示す。無線加速度センサ（センサノード）は, 

＊１ 技術センター土木技術研究所土木構工法研究室 
＊２ 技術センター土木技術研究所 
＊３ 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 
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センサボード, IF ボードおよび無線通信ボードの３つの

ボードで構成している。 
MEMS 加速度センサは, センサボードに搭載され, 

ここからのアナログ出力（加速度の大きさに対応した

電圧）は, 同ボード上の A/D 変換器でデジタル値に変

換後, IF ボード上のフラッシュメモリに記録される。図

―２に MEMS 加速度センサの拡大を示す。黒いチップ

の部分がセンサであり, 内部に３軸方向の加速度を検

出する機構が作り込まれている。MEMS 加速度センサ

は, 振動台実験を行い, 従来式の高精度な加速度センサ

と計測結果を比較して妥当な結果が得られた Kionix 社

製のものを用いている。計測対象物への加速度センサ

（センサボード）の取り付け方法は, 図―１のように

他のボードとともにケースに格納した状態でケース底

面を固定することもできるし, ケースから取り出して

センサボードだけを対象物に貼り付けることもできる。 
無線通信ボードに搭載されている無線通信モジュー

ルは , 通信距離が長く , 消費電力が小さいことから , 
CIRCUIT DESIGN 社製の特定小電力無線を用いている。

通信速度がそれほど速くないことが欠点ではあるが, 
開発着手時の選択肢の中ではこれが最適であった。 
センサノードの電源は, 設置場所に合わせてバッテ

リまたは AC 電源のどちらでも選択できるようにした。 
 

表―１ 無線加速度センサの主な性能 

Table.1 Perfomance of wireless accelerometer 

加速度センサ 
３軸 MEMS 加速度センサ 
測定レンジ：±２G 
感度：600ｍV/G（電圧 3.3V 時） 

A/D 変換 16bit 

サンプリング

レート 
100Hz～1ｋHz 

メモリ容量 
16Mbit 
サンプリングレート１kHz で最大５分

間, 100Hz で最大 50 分間の記録が可能

無線通信 
モジュール 

特定小電力無線（1252MHz 帯） 
無線通信距離：600ｍ（カタログ値） 
通信速度：9600bps 

電源 

直流７～９V（ 1.2V の単三型充電式

ニッケル水素電池を６本直列に接続し

たものを１パックとしたバッテリ, ま
たはアダプタ付き AC 電源） 
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図―１ 無線加速度センサ 

Fig.1 Wireless accelerometer 

 

 
図―２ MEMS 加速度センサ 

Fig.2 MEMS accelerometer 

 
2.2  時刻同期手法 
多点同時計測を行う場合, 計測開始はもちろん, サン

プリングのひとつひとつが同時刻に行われている必要

がある。しかし, センサノードが動作の基準とする各

自のマイコンのクロックは, 一般に均一ではなく, 温度

影響や製品個体差があるため, センサノードがそれぞ

れ異なる時間軸を持った状態である。そのため, セン

サノード間で時刻同期を確保する方法として, ２種類

のタイムスタンプを用いた時刻同期手法を考案した。 
２種類のタイムスタンプのひとつは, 各センサノー

ドがサンプリングした加速度データが自身の時間軸上

でいつ計測されたものかを示すためのタイムスタンプ

である。これをローカルタイムスタンプ（以降 LT）と

よぶ。具体的には, IF ボード上のマイコンが所定の数の

加速度データを記録するたびに LT を発行し, それを受

けた無線通信ボード上のマイコンがその時の自身のク

ロックの時刻を記録する。 
もうひとつは, すべてのセンサノードに共通の時間

軸を作り出すタイムスタンプである。これをグローバ

ルタイムスタンプ（以降 GT）とよぶ。GT は正確な時
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間間隔で発行する必要から, ファンクションジェネレ

ータ（波形発生器）を利用して定常波形を作り, この

波形に合わせたパルスをタイムスタンプノードを介し

てすべてのセンサノードへ向けて無線発信する。GT を

受信したセンサノードは, LT の場合と同様に受信時の

自身のクロックの時刻を記録する。 
このようにして記録された２種類のタイムスタンプ

を使って時間軸を補正すれば, すべてのセンサノード

の加速度記録を共通の時間軸上に描くことができる。 
以上説明したように, １台のセンサノードに２つの

マイコンを搭載して, 加速度と時刻の記録作業を分離

することによって, 高速サンプリングを行う際にもタ

イムスタンプ記録と衝突しないよう工夫している。 
 

タイムスタンプ
ノード

センサノード

無線通信

コマンド
ノード

サーバ

タイムスタンプ
ノード

センサノード

無線通信

コマンド
ノード

サーバ

 
図―３ 無線加速度センサシステムの全体イメージ 

Fig.3 Configuration image of wireless sensor system with use of  

MEMS accelerometer for vibration measurement 
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図―４ 時刻同期手法の有効性 

Fig.4 Effectiveness of the method of time synchronization 

 
2.3  システムの概要 
前述した無線加速度センサシステムの全体像を, 建

物の振動計測を例にとって説明したものを図－３に示

す。無線加速度センサ（センサノード）を測点に配置

し, これらに無線命令を与えるためのコマンドノード

と GT を発信するタイムスタンプノードを互いに無線

通信ができる範囲内に設置する。センサノードは, 計
測開始の命令を受けると, 一斉に計測を開始し, 加速度

の時系列をサンプリング・記録しながら２種類のタイ

ムスタンプ受信時刻を記録していく。所定の計測時間

を終え, データ送信の命令を受けると, 順次記録したデ

ータを無線でコマンドノードへ送信する。こうしてコ

マンドノードへ収集されたデータに時刻同期処理を施

せば, センサノード間の時刻同期がとれた加速度時系

列データが得られる。 
なおコマンドノードはパソコン（サーバ）とシリア

ル通信で結ばれ, 計測者がサーバに入力した各種命令

をセンサノードに発信する, という対話形式で計測を

実行できるようにした。 
 

3.  性能・動作の検証 
 
3.1  検証項目 
開発した無線加速度センサが所定の動作をし, 目標

性能に達しているかの確認のため, 以下の項目につい

て検証を行った。 
① 時刻同期精度 
② 無線通信性 
③ 多点同時振動計測 
3.2  時刻同期精度 
3.2.1  時刻同期手法の有効性 
考案した時刻同期手法の有効性の検証を目的として, 

３台のセンサノードを用い, 各々のクロックを意図的

にずらした状態で計測を行い, その結果を本手法で処

理する実験を行った１）。 
基準のサンプリングレートは１kHz であるが, セン

サノードのクロックのずれを表現するため, ３台のう

ちの２台についてはサンプリングレートをそれぞれ

950Hz, 1.05kHz とずらして設定した。これらを可動式

の台に並べて揺すり, 加速度を 10 秒間計測した。この

間, GT を１秒間隔で発生させた。図―４の上段は, そ
の計測結果をすべて１kHz でサンプリングされたもの

として処理した場合である。同図では３軸のうちの加

振方向加速度のみを示してある。３台の時刻歴波形は

重なり合わず, 時刻同期が確保されていないことがわ

かる。これに時刻同期処理を施したものが同図の下段

である。３台の時刻歴波形は３方向とも完全に重ね合

わせることができ, 本手法の有効性が確認できた。 
また, サンプリングレートを１オーダー低くして, 基
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準のサンプリングレートを 100Hz として同様の実験を

行った。GT を 10 秒間隔で発生させ, 30 秒間計測した

結果を時刻同期処理したところ, 計測開始から 10 秒間

はすべてのセンサノードの波形を完全に重ね合わせる

ことができたが, 以降はややずれる結果となった。こ

れは, センサノードのマイコン内でのタイムスタンプ

発行の設定上, サンプリングレートが低い場合にクロ

ックのずれ幅が数％以上の条件になると, LT の発行時

刻が不確定になる場合が生じることが原因である。た

だし, サンプリングレートを高くすれば, 吸収できるク

ロックのずれ幅は大きくなる。 
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図―５ 時刻同期精度の検証 

Fig.5 Verification of time synchronization 
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図―６ 無線通信実験におけるセンサノードの配置 

Fig.6 Layout of sensor nodes in experiments of communication 

performance of the radio module 

 
3.2.2  時刻同期精度の検証 
時刻同期精度を評価するには複数のセンサノードに

同一の波を計測させて, その計測結果を比較する必要

がある。そこで, ６台のセンサノードを１台の波形発

生器に接続し, サイン波および矩形波（ともに１Hz）
を発生させて, これを 100Hz サンプリング, GT 発行間

隔 10 秒で 30 秒間正確に計測したところ, いずれの場

合もすべてのセンサノードの時刻歴波形は 1/100 秒未

満の幅で完全に重なり, 時刻同期が確保されているこ

とが確認できた１）, ２）, ３）。 
さらに矩形波の計測の中で, 立ち下り時にサンプリ

ングが行われた部分（図―５）に着目した。立ち下り

に要する時間は, 用いた波形発生器の仕様書によると, 
10 ナノ秒と非常に短い時間であるが, すべてのセンサ

ノードがこの瞬間にサンプリングしている。これに時

刻同期処理を施すと, 立ち下り時のイベントを検知し

た時刻は６台のセンサノード間で最大 110μ秒ずれる

結果となった。この原因は, サンプリングデータの AD
変換やタイムスタンプ受信時のクロックの時刻記録な

どの動作時間にセンサノード間で個体差があるためと

推定される。矩形波の 30 秒間の計測時間内に, 立ち上

り・立ち下り時にサンプリングが行われた箇所が他に

も数箇所あったが, いずれも時刻同期処理後のずれは

100μ秒オーダーであった。このことから, 本手法を用

いれば, 時刻同期精度は 100μ秒オーダーを超えないも

のと考えられる。 
3.3  無線通信性 
3.3.1  通信可能距離とデータ回収率 
本無線センサで採用している無線通信モジュールの

通信性については, 別の開発テーマの中で実験を行っ

て検証しており, 見通しができる条件であれば, 概ね

400ｍまで良好である４）。構造物内にセンサノードを配

置した場合の無線通信性については, ２つの建物で実

験して調べた３）, ５）。 
１つめは, ６台のセンサノードを RC 造の建物内（地

上７階地下１階）の２～７階に配置し, コマンドノー

ドおよびタイムスタンプノードも同建物内に設置して,
約 3000 サンプルの模擬加速度データの回収率を調べた

ものである３）。壁に囲われた場所などでは全く通信で

きない場所もあったため, センサノードを通信が良好

な場所に移動させたケースもあったが, 結果として, ほ
ぼ 100％データを回収できた。このとき, 無線通信は最

大で４枚の床スラブを透過している。  
２つめは, 図―６に示す RC 造の建物内（地上４階地

下１階）の図中の位置に５台のセンサノードを配置し, 
約 60ｍ離れた対面する建物内にコマンドノードおよび

タイムスタンプノードを設置し, 上述と同様の実験を

行ったものである５）。その結果, すべてのセンサノード

からほぼ 100％データを回収できた。さらにセンサノ

ードを同建物の屋上や１階に設置した場合や, 建物奥

行方向（反対側の窓際）に 15ｍ程度移動させて, コマ

ンドノードから直接見通せない場所に設置した場合も

同様の良好な結果であった。ただ, コマンドノードお

よびタイムスタンプノードをセンサノードと同一建物

内に設置し, 数枚のスラブを介して無線通信を行った

ケースでは, 回収率が 60％程度まで低下する場合があ
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った。 
3.3.2  未回収データの再送要求機能 
加速度波形におけるデータの欠損は, その欠損箇所

によって最大値が変化したり, 周波数分析に影響した

りして, これが結果的に誤った評価につながる恐れが

あるため, データ回収は欠損なく行われなければなら

ない。 
100％のデータ回収率を達成するため, 欠損データを

再送させる仕組みを作った。一つ一つのサンプリング

データに通し番号を付け, 回収したデータの欠損箇所

を容易に特定できるようにし, データ回収をした後に

欠損の有無を調べて欠損があれば, センサノードに通

し番号を指定してメモリから読み出させ, 再度送信さ

せるものである。この機能を実装し, 実際に動作確認

したところ, 欠損データを正確に回収することができ

た。 
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図―７ 多点同時振動計測 

Fig.7 Multipoint measurement 

 
3.4  多点同時振動計測 
以上に述べたように, 時刻同期および無線通信性に

関して, ほぼ目標性能に達していることを確認できた

ため, 実際に多点同時計測を行い, システムの総合的な

動作確認を行った５）。図―７に示すように, 細い支柱で

組み上げた４層構造の台に５台のセンサノードを取り

付け, キャスター付きの最下段を揺すり, サンプリング

レート１kHz で 10 秒間計測を行った。この間, GT は 1
秒間隔で発生させた。図―８は, この計測結果に時刻

同期処理を施したものであるが, 適正な結果が得られ

ており, 所期の動作が行われたものと考えられる。 
なお, MEMS 加速度センサは, その特性上, 出力に高

周波数のノイズが含まれる欠点がある。これに関して, 
静止状態のセンサの出力を１ｋHz でサンプリングした

波形に対して, ハイカットのデジタルフィルタをかけ

て 50Hz 以上をカットした場合, 片振幅５Gal 程度だっ

たノイズが２Gal 程度まで低減された。 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

時間（s）

Node-1

Node-2

Node-3

Node-4

Node-5

10
00

G
al

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

時間（s）

Node-1

Node-2

Node-3

Node-4

Node-5

10
00

G
al

Node-1

Node-2

Node-3

Node-4

Node-5

10
00

G
al

 

図―８ 多点同時振動計測の結果 

Fig.8 Experimental results of multipoint measurement 

 

4.  おわりに 
 
本システムは, 性能・動作の検証を行った結果, 目標

性能をほぼ達成し, システムのプロトタイプが完成し

たものと考えている。今後, より高性能な無線通信モ

ジュールの採用によるデータ回収の高速化や, 使い勝

手のよい計測ソフト, データ処理ソフトの充実など, さ
らに完成度を高め, システムの実用化を目指していき

たい。 
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