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１．想定外事象のためのモニタリング 
東日本大震災における巨大津波襲来（2011年）やニューヨーク

WTC への航空機衝突テロ（2001 年）など，近年，想定外事象の発

生により人的・物的両面で甚大な被害が多発している。想定外事象

発生以前の対策においても発生以後の対処においても，備えが十分

ではなかったことが明らかになった。都市部では，地上・地下に鉛

直展開した建築群が広域に水平展開しており，想定外事象の現れ方

は多様かつ複雑である。都市における想定外事象の発生に備え，事

前対策として予測・予防に必要な基礎データを提供するためにも，

事後対策として避難誘導，安否確認，救助・救援活動を円滑に行う

ためにも，建築群のネットワーク変化検知システムを構築すること

は緊急課題といえる。 

IoT 時代を迎えつつある現在，多種多様な超小型センサを有線・

無線のネットワークで繋いだ広域高密度モニタリングに関する研究

は分野を問わず国内・国外で活発に行われている。センサ技術や通

信技術の先端も日進月歩で進化している。建築分野でも，安全性や

居住性を長期間維持することを目的に，センサデータにシステム同

定やデータマイニングなどを適用して損傷検出やヘルスモニタリン

グを行う基礎的研究は成熟期を迎えており，実建築物への適用を目

指した動きが加速化している1)-3)。しかし，従来のモニタリング技術

は想定内事象における利用が前提であり，想定外事象への対応は考

慮されていない。都市部の建築群で発生する想定外事象に対し，ビ

ッグデータの転送と処理を前提とした変化検知システムの研究・開

発を進める必要がある。 

想定外事象のもとで建築群の挙動と状態は時々刻々と変化し，事

前に何が起きるかを予測することは極めて難しい。それだけに，想

定外事象が発生したとき，建築群の挙動と状態を遠隔地で自動かつ

リアルタイムで監視可能なモニタリングシステムを実装することの

意義は大きい 4)。想定外事象に対応できるモニタリングには，たと

え建築物の破壊や崩壊により計測環境が大きく変化したとしても，

また通信・電力インフラが断絶したとしても，建築群から転送され

るビッグデータを収集・分析し続けるロバスト性を付与する必要が

ある。通常時における連続的あるいは定期的モニタリング，崩壊過

程を追跡する高精度モニタリング，さらに崩壊後にセンサの所在を

通知するビーコン発信など多様な機能を保持することが望まれる。 

本報告では，想定外事象に対するモニタリングのあり方を検討す

るために，特異な環境のもとで実施されている軍艦島モニタリング

（2014 年 4 月～2017 年 3 月）の内容を紹介する。ドローンを島内

に持ち込み，上空から撮影した現在の軍艦島建築群の状況を写真１

に示す。軍艦島モニタリングの目的は，映像・音・振動のセンサデ

ータを総合的に利用して，想定外事象の発生を検知した後，建築群

の非線形挙動を追跡し，損傷から崩壊への進行を監視する建築群変

化検知システムの開発である。建築群変化検知システムは，建築物

内部の振動を高精度 MEMS 加速度センサネットワーク（触覚），建

築物内外の異常音をマイクロフォンアレイ（聴覚），建築物外部の変

化を監視カメラネットワーク（視覚）により長期間自動計測する視

聴触統合センシングと，想定外事象のもとでも転送経路に冗長性を

付与してセンサデータを安定して提供し続けるロバストデータ転送

を組み合わせて構築される。本稿では，その全体的枠組と現在の運

用状況の概略を記し，実証試験により得られたデータ分析結果に関
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しては続報で報告する。 

 

２．軍艦島モニタリングの全体的枠組 
2.1 視聴触統合センシング 

これまで，損傷検出やヘルスモニタリングでは，建築物が健全状

態から徐々に劣化・損傷する弱非線形挙動を前提としてきた。しか

し，想定外事象のもとでは，建築物は顕著な強非線形挙動を示し，

その後の挙動や状態の予測が極めて難しくなる。このような状況に

なっても，時空間に拡散した視聴触ビッグデータから破壊や崩壊の

予兆を抽出し，最悪の事態を回避するために，ロバスト性に富むモ

ニタリングシステムを構築しておくことが望まれる。 

ロバストなモニタリングシステムを構築するには，情報を取り入

れる窓口をできるだけ多く設けることと，データ転送経路の冗長性

を付与することが不可欠である。軍艦島モニタリングでは，そのた

めの方法として視聴触統合センシングとロバストデータ転送を提案

している。映像センシングにより部材の損傷・破壊や架構の崩壊・

崩落による外観変化や瓦礫の発生・散乱状況を把握し，音センシン

グによりひび割れや破壊・崩落による異常音の発生を感知し，さら

に振動センシングにより損傷・破壊の進行や境界条件・支持条件の

変化を追跡するなど，センサフュージョンを通じて平時から有事へ

の移行を自動的に検知するモニタリングシステムの構築を目指して

いる。また，単に想定外事象の発生を検知するだけでなく，鉛直力

支持部材の一部の破壊が引き金となり，次々に破壊が連鎖して部分

崩壊あるいは全体崩壊に至る進行性崩壊を事前に察知し，警報を出

すことにより被害を最小化することも念頭に置いている。 

軍艦島モニタリングは，図 1 に示すように，視聴触統合センシン

グシステムの中心に振動センサネットワークを据えている 5)。振動

センシングにより想定外事象における個々の建築物の内部変化（変

形，損傷，破壊など）を追跡する。建築物の形状変化やきれつ進展

などの外部変化を見守る監視カメラネットワークと建築物内部で発

生する異常音を聞き分けるマイクロフォンアレイは，振動センサネ

ットワークから得られる詳細情報を別の観点から大局的に把握する

ための補完技術と位置付けている。点情報を与える振動センサノー

ドは個々の建築物の挙動が把握できるように比較的密な配置とし，

広範囲の情報を提供する映像センサノードは見晴らしの良い場所を

選んで少数配置，異常音発生の時間・空間を特定するための音セン

サノードは破壊・崩壊の可能性が高い場所の近傍における限定的配

置を基本方針とした。さらに，崩壊過程にある建築群を対象とする

上での安全確保，無人島における電源の自給方法，通信施設のない

島内でのデータ転送方法，歴史的建造物としての配慮などを勘案し，

軍艦島における視聴触統合センシングシステムの構築を計画した。 

2.2 振動センシング 

振動センサネットワークを構築するに際し，図 2 に示すように，

島内居住区の 9 棟を対象に選んだ。初年度は 70 号棟（小中学校）

に 5 基の振動センサノードをパイロット的に設置し，センサの作動

状況，屋上に設置した太陽光パネルの稼働状況，建築物内有線と LTE

無線（携帯電話網）を組み合わせたデータ転送方式の有効性を約 1

年間かけて確認した。2 年度は島内最古の 30 号棟に 9 基，防潮棟と

して建てられた 31 号棟に 6 基の振動センサノードを設置してセン

サネットワークを拡張した。31 号棟屋上に 30 号棟用と 31 号棟用

の太陽光パネルを設置し，各棟にハブステーションを設けてセンサ

ノードと有線でつなぎ，31 号棟屋上に設置したルーターから携帯電

話網に接続した。3 年度は島内最大の 65 号棟に 8 基，5 棟連結の日

給社宅（16～20 号棟）に 16 基の振動センサノードを設置し，当初

予定した全センサノードの設置を完了した。各棟の屋上には太陽光

パネルを設置して電源を確保した。65 号棟は 2 ブロック，日給社宅

は 3 ブロックに分け，各ブロックにハブステーションを設置し，有

線と LTE 無線を組み合わせてデータ転送を行った。 

2.3 映像センシング 

監視カメラネットワークは，図 3 に示すように，初年度，首振り

可能な 3 基の映像センサノードを居住区最高高度となる 3 号棟屋上

に設置し，360 度の俯瞰を常時提供できるようにした。写真 2 に示

すように，屋上に太陽光パネルと指向性アンテナを設置し，4.5km

離れた本土対岸の軍艦島資料館に専用無線で映像データを転送し，

インターネット回線に接続している。3 号棟屋上からは振動センサ

ネットワークが対象としている 31 号棟，日給社宅，65 号棟，70 号

棟を直接監視することができる。しかし，30 号棟だけは死角になっ

て見えないため，2 年度に損傷の激しい南東面と南西面の映像を常

時提供することのできる自律型映像センサノードを設置した。さら

に，3 年度に台風襲来時の建築群への波浪作用状況を把握する目的

で，隣の中ノ島に定点カメラを設置した。設置後，3 号棟屋上の 3

基の監視カメラは，台風接近から通過後まで，防潮堤を越えて島内

写真１ ドローンにより撮影した軍艦島の建築群 図１ 視聴触統合センシング 
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に流入する海水や強風下における建築物の状態の映像をとぎれるこ

となく転送できている。 

2.4 音センシング 

マイクロフォンアレイは写真 3 に示すような構成になっており，

3 年度に島内で最も崩壊過程が進行している 30 号棟内部に限定し

て設置した。設置場所は，図 4 に示すように，中庭廊下北西側の 2

階と 7 階とし，各階に 16 個のマイクで構成されるマイクロフォン

アレイを設置した。マイクロフォンアレイの計測データを用いて，

音源からそれぞれのマイクに到達する音の時間差や伝達特性を利用

することにより音源位置を推定した上で，音の特徴量として①音の

大小度，②音の高低度，③音の継続度を抽出することにより発生音

の原因究明に関する検討を進めている。 

図 2 島内に構築した振動センサネットワーク 図 3 監視カメラネットワーク 

図 4 マイクロフォンの設置位置 

写真 3 マイクロフォンアレイの構成 

(a) 監視カメラ (b) 65 号棟・70 号棟・日給社宅方向 

(c) 鉱区・ドルフィン桟橋方向 (d) 31 号棟・30 号棟方向 

写真 2 設置した監視カメラと撮影方向 

 



556

３．軍艦島モニタリングの実装と運用 

3.1 実証試験のフィールドとしての軍艦島 

実証試験のフィールドとして長崎県端島（軍艦島の正式名称）を

選んだ理由は，建築群を対象とした変化検知システムの実環境にお

ける有効性と課題を検討するために適していると考えたからである。

想定外事象に対する運用を主目的としているため，過酷かつ不便な

環境であることと，多様な損傷・破壊状態の建築群が存在している

ことを条件とした。従来の損傷検出やヘルスモニタリングの研究は， 

シミュレーション解析や振動台実験により人為的に損傷・破壊状態

を設定した上で検証が行われてきた。これに対し，軍艦島モニタリ

ングでは，多くの建築物が崩壊過程にある離島環境という特殊な舞

台で検証を行うことになる。 

閉山後無人島となって 40 年以上が経過し，最も古い鉄筋コンク

リート造アパートは竣工後 100 年を超え，塩害の持続作用と台風・

時化の繰り返し作用により建築群は極度に劣化が進行している 9), 12)。

軍艦島の現在の様相は巨大地震や巨大津波が発生した後，崩壊過程

にある建築物が散在する状況に酷似している。このような軍艦島で

取得された映像・音・振動データは，従来のモニタリングの環境で

は得られなかった建築物の挙動と状態に関する生きたデータを提供

し，その取得データに基づいたデータ駆動型の建築構造解析という

新たな学術領域を切り開く可能性をもっている。また，軍艦島は世

界遺産に登録されており，歴史的建造物の保存という観点からも貢

献できると考えている。 

3.2 エネルギー・ハーヴェスティング 

想定外事象が発生すると，通常時は安定的に供給される電源が断

絶し，モニタリングシステムを稼働させることができなくなる。こ

の対策として，周辺環境から必要なエネルギーを取得して電力に変

換するエネルギー・ハーヴェスティングの導入を検討することにし

た。計測対象とする建築物の屋上に太陽光パネルを設置して発電し，

夜間や雨天・曇天のためにバッテリーに蓄えた余剰電力を利用する

方法を採用した。電力の安定供給を確保するために，島外から発電

量と稼働状況を随時監視できるようにし，長期間にわたる発電・蓄

電の稼働状況のデータを蓄積した。曇天や雨天が長引くと，バッテ

リー電源が底をついてしまいデータ転送が止まってしまうことは数

度あった。天気の回復により短期間で電源が回復することもあった

が，復帰しないため電源の修理あるいは増設を行うこともあった。

現在，図 5 に示すように，振動センシングではハブステーションご

とに稼働状況を確認できるようになっている。 

3.3 ロバストデータ転送 

想定外事象のもとでは計測機器の故障・破壊や通信網の切断が生

じ，通常時は安定して転送されていたセンサデータの時間的・空間

的欠損が避けられなくなる。この対策として，極厚鋼のカバーでセ

ンサを保護して建築物の倒壊や崩壊から守り，データ転送経路のリ

ダンダンシーを高めて故障や断線に備えた上で，転送できない最悪

の事態になってもデータをハブステーションに自動的に格納してデ

ータを残せるように設定した。それでも，保護カバーの中のセンサ

 

図 5 管理用インターフェイスとしての振動センシングの運用状況表示 

(a) 日ごとの稼働状況（2017 年 8 月 2 日の例） 

(b) ハブステーションごとの稼働状況（30 号棟の例） 
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は約 1 年間の使用の後，塩害により写真 4 のような状態になったも

のが数個あった。センサとハブステーションをつなぐケーブルの断

線によりデータ転送不能になったことも 2 度あった。このような場

合は，上陸してセンサを交換し，配線をやり直した。 

データ転送のリダンダンシーを高めるために，振動センシング，

映像センシング，および音センシングでそれぞれ異なる転送方式を

採用した。 

(1) 振動データ転送 

軍艦島の建築群の多くは鉄筋コンクリート造多層建築物で戸境壁

が多く，かつ隣棟間隔が狭いため，電波の遮蔽効果が大きくなり，

建築物内部でデータを無線転送することは極めて難しい状況だった。

このため，振動センシングに関しては，作業量とコストは増加する

が，建築物内部のデータ転送を有線で行うことにし，対象建築物ご

とに屋上近くの室内にハブステーションを設け，そこからルーター

を介して携帯電話網に接続した。一つのセンサが故障してもほかの

センサに影響が及ばないように，センサからハブステーションまで

の有線ケーブルは並列配線とし，床レベルおよび空中での配線は保

護チューブの中に納めてケーブルを保護した。 

連続計測を維持するために，システムの消費電力を減少させる対

策を実施した。ネットワークで消費電力が大きい機器は PC とデー

タ収録装置（DAQ）である。遠隔からの常時観測可能という特徴を

生かすために，PC をスリープさせ，Wake On LAN を実装した。こ

の対策により PC に接続された機器の電力消費を最大で 63%抑制

できた 6)。 

通常時における建築物の状態変化は微々たるものにすぎないが，

想定外事象のもとでは状態変化が大きくなることが予想される。3

年間の軍艦島モニタリングの期間中でも，台風通過により 70 号棟 7

階の鉄骨造増築部分のトラス屋根が倒壊し，台風の停滞で長雨が続

いたときは 30 号棟南東面の内側で床スラブの大崩落が発生した。

振動ネットワークの計測は，当初，通常時は 2 時間間隔で 10 分間

とし，残りの時間でデータ転送を行うように設定していた。ただし，

台風通過時は建築群の状態変化をより短い時間間隔で追跡したかっ

たため，島外から計測間隔を制御し，台風の接近に伴い 2 時間から

1 時間，さらに 30 分と短縮できるようにした。これにより，台風通

過の際の風や波浪の向きと強さの変化に応じて建築群の応答挙動も

変化することが確認できた 7)。 

振動センサネットワークは 3 年度に島内最大の 65 号棟と 5 棟連

結した日給社宅を対象にシステムの拡張が行われた。このとき新た

な問題に直面した。太陽光パネルからの電源ケーブルが長くなり，

電力消費の大きい箇所で電圧が低下して動作が不安定になることが

わかった。この対策として，電力消費の大きい箇所へは従来の 12V 

から 19V に昇圧して給電することにより電圧変動の影響を減少さ

せた。さらに，微小な振動を測定するためにサンプリング周波数を

従来の 100Hz から 1000Hz に変更し，オーバーサンプリングしてデ

ータ処理することにより精度を改善できることを確認した。また，

この変更は 65 号棟と日給社宅だけでなく，それ以前に設置した 70

号棟，30 号棟，31 号棟にも適用することにした。 

(2) 映像データ転送 

映像センシングに関しては，3 号棟屋上に小電力無線システムの

アンテナを設置し，約 4.5km 離れた本土の野母半島にある軍艦島

資料館に向け，海上を使用周波数帯 25 GHz，上り下り最大同時通

信速度 56 Mbps でデータ転送し，資料館でインターネット回線に

接続している。監視カメラの映像はすべてクラウド上に記録保存さ

れており，建築群に何らかの変化が認められたときはリクエスト・

レスポンス型のプロトコル HTTP でアクセスすることにより繰り

返し確認ができるようになっている。30 号棟専用監視カメラはカメ

ラ，太陽光パネル，バッテリー，LTE 無線通信装置を一体化した仕

様である 8)。ここでも，記録データは HTTP でアクセスすることに

より随時取得できるようになっている。 

(3) 音データ転送 

音センシングに関しては，電源ケーブルと LAN ケーブルを 31 号

棟屋上に設置した太陽光パネルから 30 号棟 7 階に空中配線し，建

物内で分岐して 7 階と 2 階のマイクロフォンアレイにそれぞれ接続

した。音センシングの周波数は kHz オーダーでデータ量が極めて大

きくなる。このため，マイクロフォンアレイの収録データは転送せ

ずにハードディスクに蓄え，データを収集するために 3 カ月に一度

上陸し，回収後に分析している 13)。 

3.4 GPS によるセンサ同期 

振動センサネットワークの各センサデータは設置位置における点

情報であり，そのままでは架構全体の挙動を把握しにくい。このた

め，GPS を利用して DAQ 間の時間同期を行ったうえで 3 次元アニ

メーションにより各建築物の全体挙動を即時に映像化して再現でき

るようにした。同期精度は 5μsec 以内となっている 10)。振動セン

シングの 3 次元アニメーション化の例を図 6 に示す。劣化・損傷が

進行した建築物では非線形応答挙動が卓越し，固有振動数が明瞭に

は現れにくくなり，架構全体の振動特性が外力に大きく依存するこ

とが確認できた 11)。 

写真 4 塩害による加速度センサの劣化 
(a) 使用前の状態 (b) 保護カバー (c) 使用後の状態 
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４．今後の課題と展望 

軍艦島モニタリングは，軍艦島における視聴触統合センシングシ

ステムの構築を完了し，転送されたデータの分析結果を順次公表し

ている 5)~13)。厳しい環境のもとでのセンサの急速な劣化，がれきの

落下や架構の変形に伴うネットワークケーブルの切断，悪天候の長

期化による電源不足，落雷による機器の故障などにより，データ転

送の安定化はまだ十分といえる段階には至っていない。現在，デー

タ転送の安定化対策を進めるとともに，継続して分析結果を整理・

公表しつつ，ビッグデータのストリーミング処理によりリアルタイ

ム長期モニタリングへと拡張する準備を進めている。 

なお，今回の報告では，軍艦島モニタリングで用いたセンサシス

テム，データ転送システム，および電源システムの個々の性能と実

際の運用に関する詳細を十分には記述できなかった。続報として，

振動センサネットワーク，マイクロフォンアレイ，および監視カメ

ラネットワークに関する個別技術の報告を予定しているので，そち

らを参照していただきたい。 
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(a) 立体図 

図 6 振動センシングの 3 次元アニメーション化（65 号棟の例） 

(b) XY 方向リサージュ 

(c) XZ 方向リサージュ 
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