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建築基準法
第二十条一より
超高層建築物は60 m以上

建築には大臣認定が必要
・審査会は専門家などで構成
・時刻歴応答解析法による構造計算

超高層建築物の振動

シミュレーションで超高層建築物の
安全性が担保されている

時刻歴応答解析
建築物をばね・ダンパ・マスでモデル化し、地表面に時間変化する加速度を与え、
建築物の各階における加速度、速度、変位を計算する方法。

地震動

固有振動数の周期※で振動
※建築物高さ[m]×0.03



地面

大きい階高

小さい階高

層間変位：B

層間変位：A

同じ層間変位（A=B）でも
階高によって
層間変形角が異なる

建築基準法施行令
第八十八条の二
層間変形角<1/200

↓

損傷の恐れがない場合
層間変形角<1/120

tan で考えると
高さ300 mのビルでは
2.5 mの片変位振幅

層間変形角について



長周期地震における
超高層建築物のモニタリングについて

デジタル出力型
加速度センサ

あべのハルカス ：300 m

横浜ランドマークタワー ：296 m

→固有振動数：0.1 Hz～0.2 Hz

高層階では低周波大変位が発生
→0.1 Hzで6 m (peak to peak)

→0.1 Hzで1.2 m/s2の振幅相当

変形率のリアルタイムモニタリング要件
• 高精度な時系列波形（感度・位相シフ
ト・時刻全て重要）

• 変位算出には0.001 m/s2以下が必要
• 周波数は0.05 Hzから
• 時刻同期は1 ms以下
• デジタル出力型加速度センサの評価
• 3次元加速度計測



何故、加速度センサを使うのか？

• 大地震時においては、外部に超高層建築物の変位計測のための静

止座標を求めるのは困難

→カメラを固定する台座なども一緒に揺れるから

• GPSアンテナによる位置計測では、精度が得られないこと。屋内では

電波の受信に失敗するケースが散見。

• MEMS技術の進展から、低ノイズタイプのデジタル出力型加速度セン

サの普及により、比較的安価で計測システムを構築することが可能。

• 加速度センサは変位を直接計測することはできないが、外部に静止

座標を必要としないこと。



センサ製造メーカとの打合せについて

• 6社程度

• 超高層建築物の安全性をリアルタイムで評価可能にするため、

低周波大変位の計測信頼性を加速度センサで担保したい。

• ターゲット：あべのハルカス、スカイツリー、ブルジュ・ハリファなど

• 周波数：0.05 Hz～〇 Hz

• 低周波加速度ノイズ：〇 m/s2/rtHz

• 変位：大変位だけでなく、常時微動等のトレンド変化も要モニター

• 時刻同期：〇 ms以内

• 通信性能：アナログ or デジタル（デジタル出力型のニーズ大）

〇などについて、今後引き続き検討



発表内容

1. 長周期地震における建築物モニタリングの必要性

2. 低周波振動加速度標準の現状と課題
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標準（計量標準・工業規格・適合性評価）

計量標準
【旧】キログラム原器、国際相互承認、
SI単位、トレーサビリティ・・・

工業規格・基準
ネジ・ナット、試験、プロトコル
JIS規格、ISO規格・・・

適合性評価
ISO9000認証、ISO17025認証
型式認証、会計検査、
IATF16949認証・・・

製品の信頼性を最大限に担保するためには、
下記の３つを満足していることが肝要
産総研では２つに技術的貢献が可能

技術的貢献

第三者
認定機関
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低周波・水平微小振動の計測の国際同等性
（ベンチマーク）

CCAUV.V-K3 低周波振動国際比較
周波数：0.1 Hz – 200 Hz

加速度：0.03 m/s2 – 10 m/s2 ←産総研

0.1 Hzで0.03 m/s2の振動計測では、
参加機関14か国中6か国が棄権。
6か国のみ：国際同等性を確保

同一加速度センサを参加国
で持ち回り比較
測定不確かさ付で感度を評価

http://www.bksv.co.jp/xducer/Picture.htm?Type=8305


校正証明書とISO規格の関係性

産総研
↓

認定事業者

認定事業者
↓

一般ユーザ



振動・衝撃加速度の標準
が関係するISO国際規格

ISOTC108 : Mechanical vibration, shock and condition monitoring

機械の振動、衝撃と状態監視
SECRETARIAT : ANSI

Working group 34では下記の規格を発行もしくは検討中

ISO 16063-11 : レーザ干渉計を用いた加速度センサの
一次校正法

ISO 5347-8 : 二重円盤を用いた加速度センサの一次校正法
→低周波大加速度向け



• 振動加振器のストローク 0.36 mp-p →加速度で約20倍不足
• 震度7の場合、0.1 Hzで30 m/s2 →ストローク約1000倍不足

レーザ干渉計
(長さ基準：レーザ波長 632.8 nm)

振動加振器

正弦加振

省スペースの低周波高加速度発生方式との整合性が必要

𝛼 = 𝐷 × 2𝜋𝑓 2

産総研の校正装置

変位Dと加速度の関係式→一軸振動の場合、10 m近くの振動加振器が必要

ISO 16063-11による加速度センサの一次校正法



加速度計を正弦波加振し、

出力信号(電圧, 電荷等)とレーザー干渉計信号を比較

2020/12/7

NMIJ新人調査研究発表会

出力信号 𝑉 = 𝑉0 sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜙a)

レーザー干渉計
(変位計測)

地面

加振器

加速度計
(評価対象)

振動校正装置

正弦波加振

干渉計信号 𝑥 = 𝑥0 sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜙i)

感度 𝑆 =
𝑉0

2𝜋𝑓 2𝑥0

位相遅れ Δ𝜙 = 𝜙a − 𝜙i + 𝜋

(変位→加速度の変換)

（正弦波近似）

加速度センサの一次校正方法（原理）

     

加速度       

 

   

振動
電気出力



Larger 
table

加速度 0.49 –
29.4

m/s2

半径 0.2 m

Smaller 
table

周波数 0.05 - 20 Hz

二重円盤では、
Larger tableで加速度レベル
Smaller tableで周波数
をそれぞれ決定する。

• ISO 5347-8 (1993)：ISOTC108WG34で審議中※

• IEEE std. 836 →有名ではあるが、米国内の規格。

※ISOはWHO TBT協定に関係する国際規格である。

二重円盤における加速度センサの一次校正法

校正装置との同等性検証が必要
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デジタル出力型加速度センサの評価技術

デジタル出力型センサは、インフラモニタリングから衝撃を伴う

機械診断まで幅広い分野で使用されているIoTに必須のキーデ

バイスである。そのため、デジタル出力型加速度センサを高精

度に評価可能なことは、安全・安心なIoT社会の実現に資する。

デジタル出力型加速度センサ
（数千円、10-4 m/s2/rtHz）

アナログ出力型加速度センサ
（数十万円、10-6 m/s2/rtHz）

1/100のコスト
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センサ部
(機械要素)

A/D変換 (信号処理)
PC・

マイコン等

デジタル出力型センサ

電圧等 デジタル値

(アナログ出力型センサ)

通信

(SPI, I2C等)

内部クロック

• A/D変換を内蔵し、加速度に比例したデジタル

信号を出力

• センサ内部のクロックに従い自律的にデータが

サンプリングされる

• データは内部のレジスタに一時保存され、それ

をデジタル通信で読み出す

• MEMS加速度センサに多い

• 伝送に伴う信号の減衰・劣化がない

信号取得側

デジタルセンサとアナログセンサとの相違点

タイミングの基準が2信号で異なる
デジタルではデータ欠落が発生

波形

センサ信号(アナログ)

センサ信号(デジタル)

t



開発したデジタル-アナログ信号取得システム
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レーザー

加振器

対象センサ

(内側に設置)

干渉計信号(アナログ)

センサ信号(デジタル)

デジタイザ

FPGA

開発した信号取得システム

低周波振動校正装置の加振器



位
相
遅
れ

感
度

時
間
遅
れ
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軸による  遅れの違いを確認

(機械的特性の差に由来)

0.67 ms (z軸)

0.64 ms (x, y軸)

Δ𝜙 = 2𝜋𝑓Δ𝑡

感度：2.63×104 LSB/(m/s2)

取付方向を変えて

各軸について測定

LSB：

デジタルカウントの単位

デジタル出力型MEMS加速度センサの校正結果
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先行研究：実加振による高感度振動センサ評価
（ISO 16063-11準拠）

• ドイツ（国家標準研）、フランス（国家機関）、ドイツ（民間企業）
• 2種類の振動センサを持ち回り評価（地震計[速度出力]、加速度センサ）
• 下限は0.5 Hz程度まで
• 数%の不確かさ・測定値乖離、国際同等性も得られていない

10 %

2 %

数%の測定誤差 数%の測定誤差

フランス国家機関の自作
CP ZM 500

製品加速度計
GeoSIG AC-73

先行研究
L.Franck (2019).
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超高感度加速度センサにおける現状と整理

加速度 周波数 計測精度 出力方式 実環境

計測相場観
(国際比較)

不明 0.5～100 Hz 数 %
鉛直
アナログ

23 ℃
45 %

インフラ計測 10-3 m/s2 0.02～100 Hz 0.1～0.2 %
鉛直・水平
アナログ
デジタル

-10～60 ℃
0～100 %

産総研
開発目標

10-5 m/s2

ノイズレベル
数m～100 Hz 0.1～0.2 %

鉛直・水平
アナログ
デジタル

-20～60 ℃
30～95 %
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ISOTC268SC1との意見交換

地震用モニタリング用センサについて、意見交換を行う。

地震計測を標準化へ、日本主導で2022年の発行目指す
[参考URL]https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/1911/26/news047.html
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加速度センサの仕様決定および標準試験法の検討

建築物用モニタリングセンサ
• 加速度センサの製造メーカなどと意見交換を行い、必要とされる
加速度センサの仕様について検討を行う。

• 低周波大加速度発生装置に関するISO規格（二重円盤）について、
必要スペックを提言する。

• 建築物モニタリング用の加速度センサに関する標準試験法につい
て検討を行う。

将来的イメージ

• 超高層建築物のモニタリン
グ信頼性確保

• 建築基準法への貢献
• ISO規格への提言



ご清聴ありがとうございました。


